
公表：令和5年3月1日

　　　保護者等数（児童数）　27名　回収数　20名　割合　82.6　％

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見

ご意見を踏まえた
対応

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

14 6

・ぱっと見、ちょっと狭いか
なと感じましたが、その日
の利用人数にもよると思
うので何とも。
・外遊びなどもたくさん計
画してくださってるので嬉
しいです。

出来るだけ広く室内を使
えるように工夫したり、人
数の多い日は公園へ出
かけたりするようにしてい
ます。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 19 1

・けっこう頻繁に異動があ
るみたいですが、それを
知れると良いかなと思い
ます。
・事情(人数)を知らないか
らどちらともいえません。
・まだ詳しく職員さん全員
わかっていないので何と
も。児発管は信頼できま
す。

異動のあるときはお知ら
せできるようにしていきた
いと思います。

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

7 8 4

・子供はADL自立のた
め、あまり詳しく見てない
です。
・建物の問題であり、子供
は負担に思ってないで
す。
・最近、事業所に行ってい
ないため、設備を把握出
来ていません。
・利用されている方による
と思います。うちの子は段
差に戸惑うことがあると思
うので、トイレ行くときふら
ついて階段の方へふらつ
かないか心配。
・事業所がビル2階にある
からしかたない。室内はフ
ラットなのでよい。

・現在、場所が2階という
ことでスロープ等は難し
い
・階段手間にドアをつけ、
必要に応じてドアを閉め
ることで階段への転落防
止対策しています。

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、個別支援計画が作成され
ているか

20
・支援計画をもらっている
ので大丈夫です。

モニタリングにてご様子を
お聞きし、個別支援計画
書を作成しています。

5
もっと個別でやるビジョントレーニングを希望
するか

7 5

・親としては希望したいの
ですが、子どもが嫌がる
ので。
・いろんな曜日に設定し
て、選択できる日を増やし
てほしい。行ける日いけ
ない日があるので。あまり
やれていないので、やら
せたい。
・今のままで大丈夫です。
家庭内でできる事や気に
なること等、フィードバック
があるとうれしいです。
・個別でトレーニングがあ
るのは子供にとってもい
い事だと思います。
・本人その時の気持ちも
あると思うので本人次
第。
・本人ができるようになれ
ば。

・現在、固定曜日にて
行っていますが、ご要望
があるようでしたら他の曜
日も検討していきます。
・現在、定期的にフィード
バックの時間を設けてい
ます。

アンケート期間：令和 5年　1月　5　日～令和 5年　1月　31　日

　事業所名　ぴぃす　なるみ　　
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保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）



6
活動プログラム※2が固定化しないよう工夫
されているか

18 2

・外出でいろんな所に連
れて行っていただきあり
がたいです。
・公園に行くことが多いと
思いますが、いろんなとこ
ろに連れて行ってもらえ
て、子供も喜んでいます。
・お出かけやイベントを考
えて下さっているので大
丈夫かと思います。

これからも楽しんでいた
だけるようなプログラムを
計画していきますね。

7
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
がいのない子どもと活動する機会があるか

7 7 6

・公園や学習できる施設
へはよく行っていただいて
いるので、別に交流がそ
こまでなくても気にならな
いかなと思います。
・今のところ聞いてないの
でわかりません。
・お出かけやイベントを考
えて下さっているので大
丈夫かと思います。

公園で知らない子たちと
鬼ごっこをしたり遊んでい
たりする。

8
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

20
・説明があるときはTOPの
方がして下さるので安心
です。

その都度、児発管から説
明をさせていただいてお
ります。

9
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

18 2

・コロナがあり、どれくらい
介入してよいかの判断が
難しい部分もあると思い
ます。私がどれだけ伝え
るか悩む部分もあります
が、伝えたら答えていた
だけると思ってます。
・送迎時にその時の活動
内容を話して下さるので
大丈夫かと。
・支援計画書など紙面で
評価されたり内容を見る
ことが多いが紙面だけで
なく、少しでも時間をとっ
て話ができると嬉しいで
す(電話でも)

その日の様子など送迎時
にお伝えするようにしてい
ます。

10
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

17 3

・もっとがつがつご意見い
ただけるとうれしいです。
・送迎時、日頃の様子を
教えてもらえて嬉しいで
す。お忙しいのに、いつも
ありがとうございます。
・送りの時にスタッフの方
と話せるので、子供の様
子を聞けて助かっていま
す。
・何かあれば自発管に聞
いています。
・年一年程度だが、私は
この回数で問題ないで
す。
・支援計画書など紙面で
評価されたり、内容を見る
ことが多いが、紙面だけ
でなく、少しでも時間を
とって話ができると嬉しい
です(電話でも)

送迎時にご相談をいただ
いたり、何かあれば児発
管が対応させていただい
ています。
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11
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

2 5 13

・本当はこういう場がある
とうれしいですが、コロナ
以降あまりない印象で
す。
・コロナで開催されていな
いのであれば、そろそろ
やり方を考えて開催して
もらいたい。
・保護者同士での交流の
場があるといいと思いま
す。
・私は性格的・体調的に
集まりがあっても行けな
いので大丈夫。

働いている方が多く、父
母の会等は開いていない
のが現状です。父母の会
より保護者同士の交流の
機会を持つことができれ
ばと思っています。

12

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

18 2

・まだ詳しく職員さん全員
分かっていないので何と
も。児発管は信頼できま
す。

苦情があれば、適切に対
応しています。

13
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

19 1
・現在さほど困ってないの
で。

14

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

19 1 ・通信もらっています。
定期的になるみ通信発行
しています。

15 個人情報に十分注意しているか 20

・個別に意見を判明して
いただけるのでありがた
いです。
・間違いはあったが、丁寧
に対応された。
・大丈夫と思います。

個人情報には十分注意
するよう心掛けておりま
す。

16
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

14 4 2

・入所時の資料の中に記
載されていたような
・すみません、記憶があ
いまいです

契約時にご説明させてい
ただいております。

17
お子さんが通っている学校でコロナが出た
場合、その子が通っている放課後等ディ
サービスも閉所するべきか

1 6 13

・学校でもちょこちょこでて
いるのでその都度閉所し
たり休ませていたらほと
んど通えなくなってしま
う。
・正直不安ですが、子供
も親もストレスがかかり、
うつさない、うつらないの
予防しかないのかなと。
・その子がかかっていな
いなら必要ないと思いま
す。
・家庭の事情次第なので
は、と思います。
・人それぞれ意見がある
ためどちらともいえませ
ん。
・学級閉鎖、学校閉鎖に
該当しなければ閉所する
必要はないと思います。
・状況次第でよいと思う
が、コロナ＝閉所、休む、
でなくていいと思う。
・働いている親御さんのこ
とを考えるとデイが利用
できることはとてもありが
たいと思います。どうなん
でしょう。子供達のことを
考えると。

現在、通っている学校で
コロナが出た場合も、通
常通りサービスを提供さ
せていただいております。

明
等



18
お子さんが通っている学校でコロナが出た
場合、その子が濃厚接触者じゃなかったとし
ても放課後等ディサービスも休むべきか

7 13

・親として気を付けて休ませ
ることはあると思うが、個々
の判断でよいかと思います。
・同上。ここまでしているとデ
イへ行ける日が無くなってし
まい困ってしまいます。陰性
であればOKなど。
・同じクラスなら考えてもらい
たい。
・家庭の事情次第なのでは、
と思います。
・人それぞれ意見がある為、
どちらともいえません。
・放課後等デイサービスが休
んでほしいという事であれ
ば、子供は預けません。
・学校なのかクラスなのかに
もよるんじゃないでしょうか。
・状況次第でよいと思うが、コ
ロナ＝休む、でなくていいと
思う。

現在は、濃厚接触者じゃ
なかったとして、ディサー
ビスを利用するか、しない
かは家族様の判断にお
任せしているところです。

19

以前、なるみの中でコロナが出ましたが、施
設全体として2週間程休んだほうがよいか
（前回は濃厚接触者以外は陰性が出た時点
で開所した）

1 6 13

・市等が出しているものに
反さなければよいと思い
ます。
・その時その時の対応か
と思います。スタッフさん
もとなると子供がみれなく
なってしまいますし。
・人それぞれ意見がある
為、どちらともいえませ
ん。
・家庭の事情次第なので
は、と思います。
・2週間も休むのは、利用
者が困ると思う。学校でも
3日ほどで平常に戻って
いると思うので、3日くらい
でいいのでは。
・2週間は休まなくてもい
いが、1週間くらいは休ん
だ方がいいかも。
・何日とは言えませんが、
2週間は長い気がします。
・親が決めるのでは。
・前回同様でいいと思う。

保健所の指示に従って対
応しております。

20
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

12 7 1

・訓練されてると思います
が。
・週一なので、よくわかり
ません。
・子供に聞いたら「やって
いない」と言っていました
が、間違っていたらすみ
ません。
・やっているのだろうけれ
ど、情報が得られにくい。

毎月行っております。連
絡帳にはその日の活動
の所に記入するようにし
ています。今後は周知で
きるようにイベントカレン
ダーにのせていきます。

21 子どもは通所を楽しみにしているか 19 1

・行くことがモチベーション
upのように楽しみにして
います。
・楽しい？と聞くとあまり
いい返事は返ってきませ
んが、楽しんでいると思い
ます。何が楽しくないの
か？

ありがとうございます。今
後も楽しく過ごせるよう、
居心地のよい環境を提供
できるよう対応していきま
す。

非
常
時
等
の
対
応
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22 事業所の支援に満足しているか 20

・子供の希望も聞いてもら
えたり、子供たち皆が楽し
める事を考えてもらえて
いると思います。
・高学年、中学生との関
わりを持てたり、様々な所
へ連れて行ってもらえてと
ても感謝しています。
・私は一人で子供と一日
中いられないので、スタッ
フさんにはとても感謝して
おります。

とてもありがたいお言葉
です。

そ
の
他

23 コロナについて頂いたご意見

・コロナについてですが、
急に発熱が出て知ること
で予知できず、何度もか
かるので、本人や家族(同
居)がなった場合は欠席と
なり、マスクもできない子
たちもいると思うので簡易
キットなどで検査し、陰性
であればOKなのかと。役
所も市も毎回返事が変わ
るので、今は現状の事し
か言えないですし、今後
も役所などのやり方によ
るのかなとも思います。強
い身体作りをするしかな
いですよね。

コロナに関してご意見を
お聞かせ頂きありがとう
ございます。

※18、19、20の項目はコロナが今後広がることを想定して聞いています。

※ⅱ 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日／休日
／長期休暇の別等に  応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
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