令和２年度 『すぽ・まい』あさひが丘
令和１年度
令和３年度

放課後等デイサービス

保護者等からの事業所評価の結果

公表：令和４年３月３１日

保護者数（児童数）
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確保されてい
① るか

環
境
・
体
制
整
備
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切
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支
援
の
提
供

② 職員の配置数や専門性は適切であるか

95%

97%

回収数

42枚

ご意見（アンケートより）
◎「はい」のご意見
いいえ ★「どちらともいえない」のご意見
×「いいえ」のご意見

割合

75.0％

★ご意見を踏まえた対応・回答
・改善内容・改善目標

5%

★最近見ていないので人数などわから
ない。
◎確保されているが、もう少し広くて
も良いのかな？折角の先生方の指導、
今の広さじゃもったいない。
◎子どもに聞いたところ充分だそうで
す。
◎広々としたスペースだと思います。

★運動スペース（指導訓練室）は定員
10名の施設基準（24.7㎡）の約6.8倍
(167.1㎡）の広さを確保しております
が更に広さを感じられるよう運動の仕
方など工夫をさせていただきます。

3%

★わからない
◎いつも楽しく、そして成長を実感出
来ています。
◎利用人数に応じて下さっていると思
います。

★お子様10名までの職員配置基準数2名
＋１〜3名を配置し、かつ、定められて
いる児童指導員・保育士の割合をクリ
アしており、送迎時にも有事の際にす
ぐに対応できるよう基本2名体制にして
おります。
◎日々の清掃と、週次、月次で清掃
ルーティンを組んでいます。
加えて、年2回のカーペット・エアコン
の特別清掃を実施しています。
クレベリンを設置したり、換気・器
具・指導員のマスク着用やアルコール
除菌の徹底で感染症の予防に努めてい
ます。また、室温・湿度を季節や療育
時間内の状況に合わせて細めに調整し
ております。

事業所は、清潔で心地よく過ごせる環境になって
③ いるか

100%

◎お忙しい中、いつも除菌清掃行って
いただきありがとうございます。
◎清潔感があると思います。

事業所は、子どもの活動に合わせた空間となって
④ いるか

100%

◎整備されている感じがします。

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析さ
⑤ 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

100%

◎他事業所分の計画書も準備していた
だきありがたいです。（いつも自分で
コピーしていた）
◎いつも細かに子どもの様子を見て頂
き支援の具体的な計画を作って下さる
のがありがたいです。
◎今後の計画などを伝えて下さってい
ますので良いと思います。

◎運動を通して、スモールステップの
目標を立て、達成感により自信を持
ち、日常生活も自信を持って送ること
ができるようにサービス計画を作成し
ております。

放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われ
⑥ ているか

97%

3%

◎サービス内容が明確で良いと思いま
す。

★今後もお子さまが必要な事、伸ばす
べき事を取り入れた支援計画に沿って
支援してまいります。

13%

★施設外での運動も取り入れて欲しい
（運動場やプール・スキー場等）◎お
伝え頂いている事の中で色々な活動が
工夫されていると思います。
★週１の利用なのでわかっていること
をやる安心感もいいと思います。

★現状ある施設環境で個人の療育目標
を達成できるよう工夫してまいりま
す。

活動プログラムが固定化しないよう工夫されてい
⑦ るか

87%

支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明が
⑧ なされたか

100%

◎分かりやすくお伝え頂いています。

100%

◎送迎時に状態を伝えて下さりわかり
やすく説明していただいています。
◎送迎で様子を詳しく伝えてくれあり
がとうございます。
◎必要な時は連絡を頂いていますし、
お電話の対応も早く助かっています。

72%

★面談まではやっていないため希望確
認をしても良いと思いました。
×コロナ禍なので仕方ないと思いま
す。落ち着いたら面談等していただけ
るとうれしいです。
×コロナでムリかと・・・
◎ご提案下さることもあり助かってい
ます。

×コロナ禍で控えさせていただいてい
る部分もありますが、環境に合わせご
提案させていただきます。

★相談したいことがあってもコロナ禍
でなかなか難しく、送迎時では話が長
くなってしまう事を考えるとなかなか
難しかったかな？と。
◎スムーズに対応して下さっていま
す。

★コロナ禍で控えさせていただいてい
る部分もありますが、電話ではいつで
も承っておりますのでご活用くださ
い。

日頃から子どもの状況を保護者と直接、電話、連
⑨ 絡ノート等で伝え合い、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

保
護
者
へ
の
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明
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任
等

はい

どちらともい
えない

56名

保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支
⑩ 援が行われているか

子どもや保護者からの相談について、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
⑪ 明し、相談があった場合に迅速かつ適切に対応し
ているか

97%

子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のため
⑫ に配慮がなされているか

100%

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
⑬ 価の結果を子どもや保護者に対して発信している
か

85%

23%

3%

5%

◎子供のペースに合わせて下さった
り、配慮下さっています。

15%

◎ホームページで実績も見れましたの
で発信されていると思います。

★ホームページからもフェイスブック
が見られたり、『すぽ・チャレ』など
の様子も掲載しておりますので是非ご
覧ください。
https://www.sports-mind.jp/
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保護者数（児童数）
チェック項目

⑭ 個人情報に十分注意しているか

非
常
時
等
の
対
応

緊急時の対応、虐待防止について等を、重要事項
⑮ 説明書に記載し、案内しているか

大雨や吹雪等の悪天候などやむを得ない理由によ
⑯ り、当日のサービスを中止する際、適切に連絡を
しているか

⑰ 子どもは通所を楽しみにしているか

はい

95%

87%

90%

90%

どちらともい
えない

100%

回収数

42枚

ご意見（アンケートより）
◎「はい」のご意見
いいえ ★「どちらともいえない」のご意見
×「いいえ」のご意見

割合

75.0％

★ご意見を踏まえた対応・回答
・改善内容・改善目標

5%

★わからない。
★されているとは思いますがわかりま
せん。
◎守秘義務しっかりされています。安
心してます。

★月次で行っております職員会議・研
修会で個人情報の取り扱いについても
議題にしており、取り扱いにも注意し
ておりますのでご安心ください。

13%

★されているとは思いますがわかりま
せん。
◎地震時の際の訓練ありがたいです。
毎年行っていただきたいです。
◎この様な場面は今までなかったので
大丈夫だと思っています。

★お手続きの重要事項説明書への記載
説明をさせていただいております。ま
た、改定がある際は、速やかにご案内
させていただきます。
◎有事を想定しての訓練は継続して実
施し、お子様の誘導・保護者への連絡
等迅速に対応させていただきます。

10%

◎コロナ禍ではあっても子供の事を心
配して連絡下さった事もありました。
◎子ども達はもちろん先生方の安全面
も考慮して利用の有無をご検討くださ
い。

★当日ご利用予定のお子様には順次連
絡する準備はしておりますので安心く
ださい。

10%

★行ったら楽しんでいるのに行くまで
がただただめんどくさいようです。
◎行くまでは面倒くさがりますが、
帰ってきたらいつも「楽しかった。ま
た行きたい」といつも話しています。
◎いつもすごく楽しみにしています。
◎活動そのものだけでなく、先生方と
のコミュニケーションもとても楽しみ
なようです。
◎高校生になっても行きたいと楽しみ
にしています。
◎毎週楽しみにしています。
◎毎回喜んで通所しています。
◎いつも楽しく通うことができ感謝し
ています。

★毎回お子様が楽しんで運動他ができ
るよう工夫してまいります。

満
足
度

⑱ 事業所の支援に満足しているか

56名

0%

◎いつもありがとういございます。思
いっきり体を動かしてもらって感謝で
す。
◎たくさんの遊びを通して自信をもっ
て外でも遊べるようになったと思いま
す。
◎いつもお世話になっています。2人共
少しずつできることが増え、成長を感
じています。保護者の要望を取り入れ
て息子達に必要な療育メニューを考え
て下さることにも感謝しています。こ
れからもどうぞよろしくお願いいたし
ます。
◎今後もすぽ・まい基本理念に則った
◎大きな体の動きから小さな手作業ま
運営を心がけてまいります。
で体の動かし方が未熟なうちの子には
とてもありがたいです。
◎できない子ではありますが、心あた
たかく接して下さるスタッフさんに満
足です。
◎いつもありがとうございます。楽し
みに行くことが出来て、最近は穏やか
な顔つきで帰ってきています。そんな
顔を見ているととても安心できます。
保護者としても心のよりどころとなっ
ています。感謝です。
◎大満足です。いつもありがとうござ
います。

○この『保護者等からの事業所評価の結果』は保護者等に『保護者向け児童発達支援評価表』により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。

