
備考：
1． アンケートの配布日　 　　　平成29年11月1日（月）
2． アンケートの回収期間　　　
平成29年11月1日（月）～12月21日（木）

　※回収期間中に回答されたものを有効回答とする。
3． アンケート対象者　 　　　50名
4． 有効回答数　 　　　　　　 31名

【環境・体制整備】
①子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

23 8 0

②職員の配置数や専門性は適切であるか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

18 13 0

③事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

19 12 0

【適切な支援の提供】
④子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

28 3 0

ご意見　※一部抜粋
①運動内容によっては狭さを感じる

総括(改善目標・工夫している点等)

トイレの入口はスロープになっていないが、必要に
応じて職員が介助できるように配置しています。

小集団のグループに分け交代制で療育提供するこ
とで、スペースの確保をするよう工夫しています。

ご意見　※一部抜粋
②活動中を見た事がなく分からない
②スタッフがとても教育されていると思う
②専門職員が増えると尚良いと思う
②職員が足りていないのかなと思う時がある

総括(改善目標・工夫している点等)
送迎時間やお手洗い時間の調整により職員配置と
児童数のバランス調整を行なっています

ご意見　※一部抜粋

総括(改善目標・工夫している点等)

ご意見　※一部抜粋
④子供を理解した上で、具体的で細やかな支援計
画だと感じている
④学習面がうまくいっていないので悩みである

総括(改善目標・工夫している点等)

保護者等向け 放課後等デイサービス評価表　集計結果

平成29年12月21日
はぴねす柿生

～　アンケート集計結果　～

　本集結果は、施設利用児童の保護者を対象に配布した、「保護者等向け 放課後等デイサービス評価
表」に基いた調査結果を集計したものである。

管理者
大野　恵

運動療育を通して脳の発達を促すことがはぴねす
の強みですが、宿題などの学習生活支援もご相談
ください。

子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

職員の配置数や専門性は適切であるか 

はい どちらとも言えない いいえ 

事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー

化の配慮が適切になされているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、

放課後等デイサービス計画iが作成されているか 

はい どちらとも言えない いいえ 



⑤活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

27 4 0

⑥放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

9 19 3

【保護者への説明等】
⑦支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

29 2 0

⑧日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

27 4 0

⑨保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

22 8 1

イベントを通じて、子ども達に様々な経験をしてもら
うことができ、社会生活能力が高められるよう、これ
からも魅力的なイベントを企画してまいります。

ご意見　※一部抜粋
⑤丁度良いと思う
⑤とても工夫されていると思う

総括(改善目標・工夫している点等)

ご意見　※一部抜粋

⑥放課後児童クラブや児童館との交流は、今のとこ
ろ必要性を感じない
⑥児童館・放課後児童クラブとの交流は把握してい

総括(改善目標・工夫している点等)
相互理解を深める取り組みといたしまして、こども文
化センターとの交流を企画しています。

ご意見　※一部抜粋
⑦されていると思う

総括(改善目標・工夫している点等)
口頭説明に加えて、書類の見方などの資料も添え
て理解を深めていただけるよう努めてまいります。

ご意見　※一部抜粋

総括(改善目標・工夫している点等)

ご意見　※一部抜粋

今後も、皆様に様子が分かりやすく伝わるよう、記
録の書き方を工夫したり、ブログなどを通じて情報
発信したりしていけるように努めてまいります。

⑨丁寧に対応してくださっている
⑨入所してまだ一度も面談がない
⑨質問なでには答えてもらえている。講演会なでも
開いていただけている。個々の助言のみです。た
だ、頼んでもいないのに助言するのはトラブルにな
りそうな気もする、欲しかったりもする
⑨ない

総括(改善目標・工夫している点等)
最低6ヶ月に1回の面談を行っていますが、予定が
合わない等実施できていない方もいらっしゃるという
事実を受止め、可能な限り実施させていただき支援
の質を高められるよう努めてまいります。

活動プログラムiが固定化しないよう工夫されているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活

動する機会があるか 

はい どちらとも言えない いいえ 

支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか 

はい どちらとも言えない いいえ 

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の

状況や課題について共通理解ができているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われ

ているか 

はい どちらとも言えない いいえ 



⑩父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

21 10 0

⑪子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、

苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

23 8 0

⑫子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

28 3 0

⑬定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を

子どもや保護者に対して発信しているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

28 3 0

⑭個人情報に十分注意しているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

28 3 0

ご意見　※一部抜粋
⑩参加した機会は多くはないが、必要な事ことだと
思う
⑩よく分からない

総括(改善目標・工夫している点等)

ご意見　※一部抜粋
⑪いつも対応していただき、工夫してもらっている
⑪話は聞いていただいていると思う。対応について
は聞いた事は答えてくださるが、その後がどうなって
いるんだろうと思うことがある

総括(改善目標・工夫している点等)

はぴねすの父母会にあたる「はぴっつの会」を今後
も定期的に開催し、皆様との情報共有や意見交換
の場を設けていきたいと考えております。

ご意見　※一部抜粋
⑫何かすぐにお伝えできるよう連絡ノートが欲しい
⑫丁寧にやってくださっていると思う

総括(改善目標・工夫している点等)
連絡ノートの導入を検討しています。

営業時間中の返答にはなってしまいますが、これか
らも迅速に対応することを職員一同心掛けてまいり
ます。

ご意見　※一部抜粋
⑬よく分からない。連絡がないときもある(迎えの際
のメール)

総括(改善目標・工夫している点等)

ご意見　※一部抜粋

はぴねすの療育方針や、内容がより分かりやすく伝
えられるように改善してまいります。

⑭注意していただけていると思うが確認したことが
ない
⑭とてもきちんとされていると思う

総括(改善目標・工夫している点等)
書類は鍵付き書庫で管理し、クラウドデータはパス
ワードをかけ、個人PCやUSBなどの持ち込みを制
限しています。今後も皆様の個人情報保護に努め
ます。

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者

同士の連携が支援されているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備すると

ともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅

速かつ適切に対応しているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がな

されているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡

体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護

者に対して発信しているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

個人情報に十分注意しているか 

はい どちらとも言えない いいえ 



【非常時などの対応】
⑮緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

15 12 4

⑯非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

11 15 1

【満足度】
⑰子どもは通所を楽しみにしているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

24 4 1

⑱事業所の支援に満足しているか

はい
どちらとも
言えない

いいえ

24 6 0

ご意見　※一部抜粋
⑮よく分からない
⑮確認していない(シンプルな内容の物をメールで
まとめて頂けると、災害時に助かる)

総括(改善目標・工夫している点等)

ご意見　※一部抜粋
⑯(緊急災害等の対策について)確認できていない
ので分からない
⑯よく分からない
⑯利用する曜日が決まっているので訓練の曜日に
利用していない可能性もある

学習支援や個別に必要な支援がある際は面談など
の機会を通じてお申し付けいただければと思いま
す。

総括(改善目標・工夫している点等)

今後HP上への掲載や案内の配布などを通じて皆様
に周知できるよう早急に対応してまいります。

ご意見　※一部抜粋
⑱土曜日のイベントが色々と工夫されており、子も
楽しみにしている
⑱ほぼ満足しているが、帰宅する時間を早帰り便
5:00ではなく全員が5:30頃に帰宅するのが良いので
はないか、7:00帰宅ではどうしても子が疲労しすぎ
てしまう
⑱たくさんのお子さんや先生方と関わり、親子共々
良い経験をさせてもらっている
⑱学習面がうまくできたらもっと嬉しい
⑱学校休業日、長期休暇や授業終了時に学童を利
用しなくてもよいような時間で預かってもらえると助
かる
⑱もう少し外出(外遊びやお出かけ)の機会があると
いいと思う
⑱「一人の子」として個性を大切にしてくださってい
る結果、子が自分らしくいられて居心地良い場と
なっていのかもしれない
⑱個人の希望等も取り入れてくれている、悩み相談
に対してすぐに対応して頂いている
⑱中学生になったら学習支援を中心にお願いした
い(数学・英語)
⑱言葉の方の訓練と言うのか、初めに言わている

総括(改善目標・工夫している点等)

平成30年度は5月、9月に避難訓練を実施予定で
す。

ご意見　※一部抜粋
⑰活動日記には楽しんでいるように記載されている
が、本人に聞くと「楽しくない」と言っている
⑰療育ではなく自由な遊び中心の事業所を併用し
ており、たまにはぴねすを渋る時がある、切り替えし
ながらしっかり学ぶ所は頑張って欲しい
⑰帰宅後活動の様子を話してくれるのが楽しみ、本
人の希望する活動プログラムに参加できないのが
残念なところも
⑰お友達がいる時は楽しい様
⑰こんなに楽しみにするとは思っていなかった
⑰楽しみまではいかないが、通所を嫌がらなくなっ
ている

総括(改善目標・工夫している点等)
お子様との信頼関係の構築を優先し、コミュニケー
ションをとるよう心掛けております。

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュア

ルを策定し、保護者に周知・説明されているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な

訓練が行われているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓

練が行われているか 

はい どちらとも言えない いいえ 

事業所の支援に満足しているか 

はい どちらとも言えない いいえ 


