令和3年度 放課後等デイサービス保護者評価アンケート結果

Power to live
16人回答して下さりました。
チェック項目
①

はい

どちらとも
いえない

94%

6%

81%

19%

44%

50%

いいえ

ご意見

子どもの活動等のス

ペースや遊具・教材が十分
確保されているか
②

職員の配置数や専門性

は適切か
③

事業所の設備等は、ス

ロープや手すりの設置、必
要に応じたバリアフリー化

6%

の配慮など適切になされて
いるか
④

子どもと保護者のニー

ズや課題が客観的に分析さ
れた上で個別支援計画が作

100%

成されているか
⑤

活動プログラムは固定

化することなく柔軟に組ま

88%

12%

れているか
⑥

・無回答 1名

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

13%

あるか
⑦

支援の内容、利用者負

担等について丁寧な説明が

100%

なされたか
⑧

日頃から子どもの状況

を保護者と伝え合い発達の
状況や課題について共通理

100%

解が出来ているか
⑨

保護者に対して面談

や、必要に応じた育児に関
するサポート（育児相談・
ペアトレ等）の支援が行わ
れているか

100%

50%

31%

⑩

・（どちらともいえない）今は世の中的

親の会の活動の支援

や、保護者同士の交友の場

に感染予防もあると思うので難しいと思

88%

12%

88%

12%

います。

の提供などがされているか
⑪

保護者との意思の疎通

や情報伝達の為の配慮がな
されているか（連絡ファイ
ル等）
⑫

・無回答 1名

定期的にお便りやホー

ムページ等で、活動概要や
行事予定など必要な情報を

94%

発信しているか
⑬

個人情報の取り扱いに

十分注意しているか
⑭

88%

・無回答 1名

6%

・無回答 1名

緊急時対応マニュア

・（はい）固定電話もなく携帯電話で責

ル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアルを策定

任者とすぐに連絡がつかない事が多い
し、緊急時の回線の状況など少し不安な

94%

面もある。

し、保護者に周知・説明さ
れているか（主に契約時）
⑮

・無回答 1名

非常災害の発生に備

え、定期的に必要な訓練が

56%

31%

6%

行われているか
⑯

子どもは通所を楽しみ

にしているか

・（どちらともいえない）聞いた事がな
いので分からない。
・無回答 1名

63%

25%

6%

・（どちらともいえない）日によって違
い、親もつかめていないので
・無回答 1名
・（どちらともいえない）放課後等デイ
サービスとしては親への負担が多く、支

⑰

事業所の支援に満足し

ているか

援というよりは育成・教育よりに感じて

88%

6%

いる。子どもの育成・教育としては満足
できるが支援としてみると負担となり、
重荷と感じる部分がある。（送迎などで
仕事が出来ない。休みが必要等）

放課後等デイサービス自己評価 結果報告 （令和4年3月）
放課後等デイサービスPower to live
チェック項目

はい

どちらとも
言えない

改善目標

いいえ

工夫している点等

利用定員は指導訓練室等ス
環

1 ペースとの関係で適切である

境
・
体

か
2

制
整
備

100%

職員の配置や専門性は適切で
あるか

100%

事業所の設備等は、スロープ
3

4

や手すりの設置、必要に応じ
たバリアフリー化の配慮など

・現在、事業所には日常生活、社会生活に身体機能上の
50%

50%

いが必要に応じて検討していく。

業務改善を進めるための

・目標の設定を行い、周知は出来ているが、継続が難し

PDCAサイクル（目標設定と

100%

振り返り）に、広く職員が参

ト調査を実施して保護者の意
向を把握し、業務改善に繋げ

この自己評価の結果を、お便

改

6 りやホームページ等で公開し

善

・方針を決め実行するが、振り返りが不十分なため、振
・避難訓練の様子等をお便りで知って頂けるよう掲載す
る事や口頭でお知らせするよう改善している。

100%

・保護者と話す機会が多いため、その場であがった話の
内容は振り返りで共有し必要に応じて対応を改善してい

ているか

務

い現状。振り返りは出来ていない時はある。
り返り改善に繋げられるようにしていきたい。

保護者向け評価表等アンケー

業

・現在、配慮を必要とする子が居ないためなされていな

適切になされているか

画しているか

5

制限を受ける子が居ないため設置していない。

る。
100%

・法人のホームページにて公開している。

ているか
・保護者アンケートは実施しているが、それ以外の評価
第三者による外部評価を行
7 い、評価結果を業務改善に繋

は実施していない。
50%

50%

げているか

・保護者（法人内事業所を子どもが利用中）が非常勤で
勤務して下さっているため意見を直接頂く事が出来る。
→全体の会議を設定し定期的に実施したい。

職員の資質の向上を行うため
8 に、研修の機会を確保してい

・法人内研修の機会が増え、他事業所の職員と一緒に学

100%

び合う事が出来るため質の高い研修が受けられている。

るか
アセスメントを適切に行い、

・事前にアセスメントを行い、アセスメントを基に個別

子どもと保護者のニーズや課

支援計画の作成を行っている。

9 題を客観的に分析した上で、

適
10

支

メント等に加え、よりニーズや現状に合った計画が作成

か

されている。

るために、標準化されたアセ
スメントツールを使用してい

・タイムアウト等マニュアルに沿って適応行動を示す。
50%

・充分に使用する事が出来ていないため子どもの状況を

・職員で担当の振り分けを行っている。個別での対応が

の
供

50%

見極め、今後取り入れていきたい。

るか

援
提

・管理者が実際に子どもに接し支援しているためアセス

子どもの適応行動の状況を図

切
な

100%

個別支援計画を作成している

11

活動プログラムの立案をチー
ムで行っているか

必要な場合や各職員の捉え方の違い等すり合わせをして
100%

いる。
・セカンドステップや個々の課題等を職員会議にて共有
し、活動プログラムに反映出来るよう工夫している。

12

活動プログラムが固定化しな
いよう工夫しているか

100%

・日々活動プログラムの内容を変え、子どもの課題や保
護者のニーズに応えられるよう意識している。

・固定化しないよう努めているが、今後非常勤含め各々
のアイデアを持ち寄る事で工夫に繋げていきたい。
平日、休日、⾧期休暇に応
13 じ、課題を決め細やかな支援

・現在はコロナ禍であるため選択肢は限られるが、休日
50%

50%

には外出や休日ならではの活動時間が充実できるような

を行っているか

支援を心掛けている。

子どもの状況に応じ、個別活
14

動と集団活動を適宜組み合わ
せて個別支援計画を作成して

・個々の特性に応じ、個別活動・集団活動を使い分けて

100%

いる。

いるか
適
切
な

・出勤後、職員でのミーティングを行い、活動内容・子

支援開始前に職員間で必ず打
15

支

ち合わせをし、支援の内容や
役割分担について確認してい

どもの現状を踏まえた支援の方向性等を確認している。
100%

・職員と非常勤とでそれぞれ打ち合わせをしているが、
稀に活動の目的に対する認識のズレが生じているため今

るか

後改善が必要。

援
の

・非常勤は活動前に話を行っている。子どもの様子等気

提

支援終了後には、職員間で支

供

16 援の振り返りを行い、気づい

づいた点の情報共有を行っているが、支援についての振
50%

50%

り返りは必要に応じて行うようにしている。

た点を共有しているか

・良い点についても合わせて振り返りが出来るように意
識していきたい。

日々の支援に関し正しく記録
17 をとる事を徹底し、検証・改

・記録の取り方に関して時間との兼ね合いで工夫・改善

100%

が必要。

善に繋げているか
定期的にモニタリングを行い
18 個別支援計画の見直しの必要

100%

性を判断しているか
ガイドラインの総則の基本活
19 動を複数組み合わせて支援を

100%

行っているか
学校との情報共有（年間予定

・事業所では送迎を行っていないため、学校との情報共

下校時刻の確認等）、連絡調

有等は行っていない。

20 整（送迎時の対応、トラブル

る。）

係

21 当者会議に子どもの状況に精

機

通した者が参画しているか

22

護

・R3年度は未就学からの利用が無かったため行っていな
い。

園・児童発達支援事業所等と

50%

の間で情報共有と相互理解に

と

学校を卒業し、放課後等デイ

の

サービス事業所から障害福祉

携

る。

50%

23

て行っていきたい。

・R3年度は対象の子が居なかったため行っていない。

サービス事業所等へ移行する

50%

場合、それまでの支援内容等

50%

か
児童発達支援センターや発達
機関と連携し、助言や研修を

・現状、卒業生を出した実績が無いため、今後必要に応
じて行っていきたい。

の情報を提供する等している

24 障害者支援センター等の専門

・現在、新1年生の利用が無いため情報共有を行えてい
ないが、来年度は新1年生の利用があるため必要に応じ

努めているか

者

連

・実際に子どもと接し支援している職員が参画してい

100%

就学前に利用していた保育

や

・送迎がないため学校とのやり取りはほぼ無い。（学校

行っているか
相談支援事業所のサービス担

保

50%

からの引き継ぎ内容は保護者から共有してもらってい

関

関

50%

発生時の連絡等）を適切に

50%

50%

受けているか
関
係

25 の交流や、障害のない子ども

や

26

保
27

と

・コロナ禍にて戸外活動の機会がほとんど無い現状のた

自立支援協議会へ積極的に参
加しているか

め、機会を設ける事が難しい。
50%

50%

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

・保護者による送迎であるため子どもの来所時・降所時
に子どもの状況の確認と課題についてお伝えしている。

100%

・子どもの課題だけでなく良かった所についても伝える

解を持っているか

の

事で、保護者の新たな気づきに繋がる事もある。

保護者の対応力の向上を図る

連
携

にしている。

50%

日頃から子どもの状況を保護

護
者

50%

と活動する機会があるか

機
関

・休日に公園に遊びに行く等地域との交流を行えるよう

放課後児童クラブや児童館と

28

観点から、保護者に対してペ
アレント･トレーニング等の

50%

・都度対応についての困り感等お聞きしどのような対応

50%

が良いか一緒に考える時間を設けている。

支援を行っているか
運営規程、支援の内容、利用
29 者負担等について丁寧な説明

100%

を行っているか
保護者からの子育ての悩み等
30

に対する相談に適切に応じ、
必要な助言と支援を行ってい

・自身で返答が難しい時には代表理事に相談し助言を受

100%

け、支援を行っている。

るか
父母の会の活動を支援した
31
保

携の場を提供している。

100%

・親の会や保護者研修会といった活動の場が広がってい
る。

子どもや保護者からの苦情に

者

ついて、対応の体制を整備す

へ
32

説

るとともに、子どもや保護者
に周知し、苦情があった場合

100%

に迅速かつ適切に対応してい

明

るか

責

定期的にお便り等を発行し、

任
等

により、保護者同士の連携を
支援しているか

護

の

り、保護者会等を開催する等

・現在は行えていないが、親の会の茶話会を通して、連

33

活動概要や行事予定、連絡体
制等の情報を子どもや保護者

100%

に対して発信しているか
34

個人情報に十分注意している
か

100%

障がいのある子どもや保護者
35 との意思の疎通や情報伝達の

100%

ための配慮をしているか
事業所の行事に地域住民を招
36 待する等地域に開かれた事業

50%

運営を図っているか
緊急時対応マニュアル、防犯

非
常
時
の
対
応

37

100%

ニュアルを策定し、職員や保
護者に周知しているか

無い現状である。

えをしているが完全ではない。
・災害時や感染者が出た時等の対応をより具体的に分か
りやすくしたものを作成していきたい。

非常災害の発生に備え、定期
訓練を行っているか

・コロナ禍のため地域交流カフェの実施が難しく機会が

・契約時にマニュアル等を見てもらう事や口頭でのお伝

マニュアル、感染症対応マ

38 的に避難、救出その他必要な

50%

100%

・訓練を行う人が曜日で限定されてしまっているため、
全員に説明だけでも行き届くよう工夫が必要。

39 虐待を防止するため、職員の

100%

研修機会を確保する等、適切
な対応をしているか
どのような場合にやむを得ず
身体拘束を行うかについて、

非
常

40

時

護者に事前に十分に説明し了

100%

解を得た上で、個別支援計画

の

に記載しているか

対
応

組織的に決定し、子どもや保

食物アレルギーのある子ども
41 について、医師の指示書に基

・食品を扱う活動を行う際には、事前に保護者へ確認し

100%

ている。

づく対応がされているか
42

ヒヤリハット事例集を作成し
て事業所内で共有しているか

・ヒヤリハットが実際に起こった時のみ記録している。
100%

今後は週一会議等に入れていく・不十分なため今後体制
を整えていく必要がある。

令和 3 年度保護者評価アンケート結果を受けて
Power to live
ご協力下さいました皆様、お忙しい中アンケートにご協力いただきまして、誠にありが
とうございます<(_ _)>
皆様からいただきました貴重なご意見を、今後もより良い支援を行っていくために参考
とさせていただきます。また、簡単ではありますが、いただいたご意見に向けてアンサー
を返させていただきます。
３【必要に応じたバリアフリー化の配慮など適切になされているか】
現在リブでは、日常生活又は社会生活に身体機能上の制限を受けるご利用者様が居ない
事から、スロープや手すりの設置等のバリアフリー化は行っておりません。しかし、子ど
もたちが日々安心・安全に過ごすことができるよう危険な場所、物は無いかの施設情報を
確認し、必要に応じて利用・改善を検討し図っています。
10【親の会の活動支援、保護者同士の交友の場の提供がなされているか】
今年度もコロナの影響で行える活動が限られており、保護者様同士の交友の場を十分に
提供することができませんでした。しかしながら、保護者研修や親の会活動「茶話会」を
可能な範囲で再開させていただいている現状であります。感染対策を徹底したうえで、今
後も積極的に研修や茶話会等の保護者様同士の交流の場を提供していきたいと思っていま
す。講師、職員共に楽しく行わせていただいておりますのでお気軽にご参加下さい。
また、
「茶話会」のお知らせはリブだよりにて【親の会お知らせ】で記載しておりますの
でご確認下さい(^^)
14【緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを保護者に周知
説明されているか】
15【非常災害の発生に備え、定期的に必要な訓練が行われているか】
今年度は火災訓練、地震と津波を想定した避難訓練を当日利用している子どもたち参加
のもと行っております。
当日参加が無かった子どもたちについては、想定の上で避難経路、避難場所の説明確認を
行っております。
防犯訓練はスタッフのみで行っています。リブだよりにて、実施報告と様子をお知らせし
ておりますのでご覧いただければと思います<(_ _)>
今後もマニュアルに沿って訓練を実施していきながら改善・強化を図り、子どもたち、保
護者様、スタッフ共に安心して過ごすことができるよう務めてまいります。
災害が起きた際には、各スタッフが持っている携帯電話にて各ご家庭にご連絡をし、マ
ニュアルに従って対応致します。
普段の連絡の際、固定電話がない事からスタッフに連絡が繋がりにくいという意見をい
ただきました。支援の対応時や会議等で電話に出ることが難しい時があり、保護者様をお
待たせしてしまうことやご負担をおかけしてしまう事があるかと思います。大変申し訳あ
りません。電話を頂いた時には必ず折り返しをする事を再度徹底し気を付けて参ります。

17【事業所の支援に満足しているか】
子どもたち、保護者様のニーズに全て沿うことができず、ご負担をおかけしていること
があるかと思います。いつもご協力いただき感謝しております。
リブでは、保護者様との連携やペアレントトレーニングを大切な軸とし、風通しの良い
事業所を目指しております。その為、送迎を行っていない事から保護者様のご負担に繋が
っているということも事実として真摯に受け止め、今後の改善点の一つとして参考とさせ
ていただきます。
※リブでは送迎を行っていないため、送迎加算は取っていません。
【最後に】
以上、頂きましたアンケート結果について簡単な説明をさせて頂きました。
ほんの少しではありますが Power to live について知ってい頂ける良い機会となりました
ら幸いです。
Power to live が 6 月に開所をしてから半年が経ちました。立ち上げたばかりの事業所と
いうこともあり形になるまでバタバタでご迷惑をおかけすることもあったかと思います
が、保護者様の温かいお言葉とご協力のお陰でまだまだ未熟ではありますが、なんとか形
にすることができました。
子どもたちの「楽しい」
「みんなに会えてうれしい」
、保護者様の「リブで変わった」
「で
きるようになった」といった言葉が聞ける事、笑顔を見れることが私たちスタッフ一同の
励みであり、喜びです。子どもたちの 5 年後、10 年後が皆らしく、生き生きと過ごしてい
くことができるよう、今後も個々と向き合い、生きた支援を提供できるように丁寧にご利
用者様と向き合っていきたいと思います。
再度になりますが、お忙しい中ご協力いただきましたこと、Power to live スタッフ一
同、心より感謝申し上げます(*^_^*)

