
公表：令和　4年　3月　25日

事業所名　コロニー児童デイサービスなは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）16（17）　　回収数15　　　　割合　93％

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

10 5

・室内でも走りまわっ
たりしているので満足
しています。
・IFで広々としたス
ペースがありとても良
いと思います。

児童達の動線を考え、
楽しく安全に過ごせる
よう工夫を行っていま
す。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 14 1

利用数（配置基準）や
職員の資格に応じた職
員配置を行っていま
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

12 3

事業所前は交通量も
多く、引き続き見守り
よろしくお願いしま
す。

児童の怪我防止の為、
床にクッション性の
シートを敷いています。
児童達に必要な環境
整備があれば改善に
努めていきます。

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、放課後等デイサービス計
画*1が作成されているか

15

子どもと保護者のニー
ズや課題を客観的に
分析した上でモニタリ
ングを行い、個別支援
計画の作成を行ってい
ます。

5
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

12 3

・毎日楽しく活動でき
ている様子なので満
足しています。
・本人の気分やこだ
わりで参加しない活
動も工夫して参加で
きるようご支援お願い
します。

児童達ひとりひとりが
楽しめる活動を意識し
て取り組んでいます。
また事業所間同士で
情報交換を行い、様々
な活動を取り入れるな
ど充実を目指していま
す。

6
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

3 12

・コロナが落ち着いた
ら、交流の機会が増
える事を願います。
・わかりません。障が
いのない子どもたちと
の交流はあると嬉し
いし、交流の大切さ
は分っているので今
後積極的に行って欲
しい。ただ近年はコロ
ナ禍で難しいので落
ち着いてからで良い
と思います。

可能な機会があれば
前向きに取り入れ活動
の充実に繋げていきま
す。

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

15

保護者に納得してもら
うよう、より丁寧に説明
いたします。気軽にご
相談ください。

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

15

児童の発達状況や課
題について共通理解を
深める事ができるよ
う、保護者の皆様との
連携をより密にしてま
いります。
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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） 



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

13 2

・面談日をすぐに設
定して頂き感謝
します。

保護者会・家族会（年1
回）やゆんたく会（奇数
月）は固定であります
が、必要であればいつ
でも行います。
※現在コロナ禍にあり
集団で集まる機会は中
止とさせて頂いていま
す。

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

7 7 1

・コロナが落ち着いた
ら、また参加させて頂
きたいと思います。
・コロナ禍ですので連
携が難しかったので
仕方がないと思いま
す。以前は親子BBQ
などのイベントを通し
て他のお子さんの保
護者と交流がはかれ
て良かったです。コロ
ナ不安がなくなったら
また参加させてもらい
たいなと思います。

いつでも再開できるよ
う準備していきますの
で、その際は多くのご
参加お待ちしていま
す。

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

14 1

小さな傷に至るまで
説明や報告などいた
だき、とっても安心し
て子供をお願いでき
ます。ありがとうござ
います。

契約時に説明は行って
いますが、基本的には
その日の状況をすぐに
聞き取り確認するよう
対応しています。また
事業所にも苦情等・ア
ンケートボックスの設
置なども行っています
のでご活用下さい。

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

15

頼みごとをしやすい、
しをしやすいフレンド
リーさで接して下さる
のでありがたいです。

送迎での引継ぎの際、
情報交換を密に行うこ
とで必要なサポートを
行っています。

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

10 5

・もしできれば何かの
アプリを活用して子供
たちの写真を載せて
欲しい。個人情報で
難しい場合はLINE等
で自分の子供の写真
をみたい。
・LINEを導入して欲し
いです。緊急連絡や
写真など使えるので
便利だと思います。
・会報やホームペー
ジ・・というを自分が
チェックしてないだけ
かもしれませんが、
日々の連絡帳では発
信を受けており、そう
いう意味では「はい」
と言えるのかなと思
います。

イベントや行事などが
あればその都度お知ら
せしていますが、定期
的な発信は少なく増や
していけるよう努めて
いきます。今回の質問
ではLINEに関する提案
があるので、他事業所
とも話し合い検討させ
て頂きます。

14 個人情報に十分注意しているか 15

職員に対し、個人情報
の重要性をより周知徹
底していきます。

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

12 3

・ペーパーでもらって
いて安心しています。

各種マニュアルを策定
し、事業所に保管して
いますが、今後はより
積極的に保護者会（家
族会）等で周知説明い
たします。

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

13 2

避難訓練フローにそっ
て実施しています。保
護者会などを通じて訓
練内容なども周知して
いきます。

保
護
者
へ
の
説
明
等

非
常
時
等
の
対
応



17 子どもは通所を楽しみにしているか 14 1

・毎日楽しく行ってま
す。特にクリスマスは
すごく楽しみにしてい
ます。
・いつも笑顔で通所し
ています
・小学校入学時から9
年間、本人も楽しく利
用していました。あり
がとうございます。
・近年は不定期な通
所となり残念ではあり
ましたが、子供は通
所を毎回楽しみにし
ていて、嫌がったこと
は一度もありません。

通所を楽しみにしてい
ただけるよう、児童達
の個性にあわせた活
動を計画し実施してい
ます。

18 事業所の支援に満足しているか 14 1

・職員の方が皆さん
優しくて安心していま
す。
・仕事の都合で利用
日以外の利用を依頼
した際 柔軟に対応し
て下さりとても助かっ
ています。
・安心して通わすこと
ができます。ありがと
うございます。
・小学生の頃からお
世話になっておりま
す。家と学校以外の
居場所として子供も
大好きな場所なので
感謝しかありません。
大満足してます！

より一層、児童や保護
者様に満足していただ
けるよう支援してまいり
ます。アンケートへの
ご協力、様々なご意見
などありがとうございし
た。

*2 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。

満
足
度

*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメ
ントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意
事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。


