
評価シートの保護者と職員の比較と考察 　びーの（高校生対象）

　　　 平成28年度評価（実施月：平成29年4月）　

保護者 職員

子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であ
るか

はい6　どちらともいえない0　いいえ0 はい2　どちらともいえない1　いいえ0

意見 意見

なし
・スペース的には問題ないと思うが、活動によってはもう
少し動くスペースが欲しいこともある。

保護者 職員

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

事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適
切になされているか

はい3　どちらともいえない2　いいえ1 はい0　どちらともいえない3　いいえ0　

意見 意見
・玄関の手すりなどをおねがいします。 ・段差のある場所もある。

・足元が不安定な子には付き添って支えるなど行うよう
にしている。
・高い段差などは手すりや段差を増やしたりして危険が
少ないようにしている。
・老朽化した建物より引っ越しをした。
・全体的にはバリアフリーだが、段差の切れ目の手すり
がない部分があったり、改修したが段差はある。

保護者 職員

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

アセスメントを適切に行い、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、放課後等デイサービス
計画を作成しているか

はい2　どちらともいえない4　いいえ0 はい1　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見

なし

・適切なアセスメントが行えるよう、助言をもらいながら
行っていきたい。
・評価シートを使い、ケース会議をして個別支援計画書
を作成している。

             8名配布 6名回答有 2名未回答                                     平成29年3月31日時点で退職者2名

考察
調査直前に移転しており、新しい建物で活動するようになった。保護者からの評価は高かった。以前の事業所の
活動スペースとの比較で評価が高かったのだと思われる。それに対し、普段の様子を見ている職員からは活動に
よってはもう少し動くスペースが欲しいこともあるとの意見が出ている。今後、活動内容や人数によっては、物品の
移動等によりスペースを広げるような環境調整を行う。

考察
先ほどと同様、引っ越しをしたことで保護者の建物に対する印象はよかったのではないかと思われる。ただ、室内
に関しては見る機会が少ないので、評価しづらい部分もあったのではないか。事業所としては改修をして出来る限
りバリアフリーにしたが、段差や手すりがない部分はまだあるので、必要に応じて支えることを行なっている。今
後、手すりが未設置の部分に設置するなど、できる限りの改善を行い、生活しやすい環境整備に努める。

考察
保護者、職員ともに「いいえ」の評価はなかった。保護者と密に面談を行うことはできていないが、日頃保護者と話
している内容を踏まえた放課後等デイサービス計画を作成していること、それに加え職員としては、評価シートを
用いてケース会議を行ったり、日々の反省会で計画に基づいた振り返りを行う中で出された意見を集約して計画
を作成していることが要因だと思われる。適切なアセスメントが行えるよう、より客観的で科学的な指標のツールを
用いていくべく研修等で研鑽に努める。



保護者 職員

活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか

はい3　どちらともいえない2　いいえ1 はい1　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見

なし

・子供達の能力や希望を考慮し、継続した方が良い活
動と、見直し改善する必要のあるものは変えて行うとよ
いと思う。
・活動が同じでもいつもと違うことが出来るように変化し
て行ってきた。
・プログラムが同じでも内容を変えてはいる。

保護者 職員

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

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0　どちらともいえない2　いいえ4 はい0　どちらともいえない0　いいえ3

意見 意見

なし
・高校生まで大きくなると関わりを持つことは難しいと思
う。

保護者 職員

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

運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な
説明を行っているか

はい3　どちらともいえない3　いいえ0 はい1　どちらともいえない1　いいえ1

意見 意見
・利用者負担の説明は丁寧な説明とは思わない。 ・説明はおこなっているが、足りない部分は多い。

保護者 職員

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

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を持っているか

はい4　どちらともいえない2　いいえ0 はい1　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見

なし

・日頃伝え話し合う時間を確保すること難しいが、気に
なった問題点などは必ず伝え、保護者の意向を聞いて
共通理解を得たい。
・共通理解になっていないかもしれないので確認作業必
要である。

考察
職員の意見にもあるように、高校生にもなると普段の生活の中で障害のない子ども（特に同年代の子）と関わりを
持つ機会を保障することは難しい。長期期間にボランティアに来てもらえれば関わりを持つことはできる。今後、高
校にボランティア募集の案内を出すなど検討していく。

考察
特に意見はなかったが「どちらともいえない」または「いいえ」の評価から活動プログラムが固定化しているように
感じられたかもしれない。実際にはゲームには何種類かあり、同じ種類のゲームでも人数などによってやり方を変
えるなどの工夫はしている。その他の活動に関しても行き先を変えたり工程を変えることはしている。今後、子ども
たちの希望や能力を考慮し、改善する必要のある活動に関しては見直しをし、継続すべき活動は継続していく。継
続で行う活動に関しては以前の様子と比較して子どもの姿の変化等を伝えるようにしていく。また、活動のねらい
を明確にして保護者に伝えるようにしていく。

考察
契約時、または変更があった際にその都度父母会で説明をしたり、同意書が必要な場合には個々に説明をして
配布しているが、説明不足な部分もあったので今後はより丁寧な説明を心掛け、理解・納得してもらえたか確認す
るようにしていく。

考察
保護者からは比較的高い評価を得られている。事業所での子どもの様子を必ず伝えているので、その点が評価さ
れた要因だと思われる。しかし、職員としては不十分と感じる部分もある。子どもの様子を伝えることは継続して行
い、気になることがあったときにはその場面を一番近くで見ていた職員、関わった職員が様子を伝え、直接話せな
い場合はあとから電話で様子を伝えるようにしていく。また、面談を行うことで保護者との共通理解を持てるように
していく。



保護者 職員

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

保護者からの子育ての悩み等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るか

はい2　どちらともいえない4　いいえ0 はい1　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見
・面談があったりなかったり。1年に2回希望 ・相談に対する必要な助言ができるよう知識を深めた

い。

保護者 職員

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

父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する
等により、保護者同士の連携を支援しているか

はい3　どちらともいえない3　いいえ0 はい3　どちらともいえない0　いいえ0

意見 意見
・父母会への参加が少ないので、今後は考えていくほう
がいいです（どうするかなど）

・父母会時は積極的に参加するようにしている。
・保護者会を開催している。

保護者 職員

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

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2　どちらともいえない4　いいえ0 はい1　どちらともいえない0　いいえ2

意見 意見
・親にはいいが子供には説明が足りない。フォローがな
い。

・対応していると思うが、今後も迅速に対応できるよう、
報告相談をし適切な対応を取っていきたい。
・迅速に適切に対応することが出来ていないので行える
ようにしていく。
・迅速と適切ではなかった部分があった。

保護者 職員

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

障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮をしているか

はい2　どちらともいえない3　いいえ1 はい1　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見
・親にはいいが子供には説明が足りない。フォローがな
い。
・一部のスタッフは配慮ない。

・意思の疎通が確実にとれているか不明瞭な場合もあ
るが、丁寧に伝える努力をしていきたいと思う。

考察
学校に対しての相談など介入しにくい問題もあるが、対応はしている。しかし、保護者の満足度はやや低い結果
であった。職員も十分に支援できているとは言い切れていない。今後は定期的な面談を行うこと、また何か相談事
があった際に気軽に相談できるような体制を整えていく必要がある。相談内容によっては各関係機関と連携して
支援していく。

考察
事業所で父母会を開催していること、職員が参加していることで職員の評価は高かったが、保護者からは意見に
もあるように必ずしも多数が参加しているわけではないので検討が求められている。仕事の都合などで参加でき
ない人もいると思われるが、保護者同士の交流は必要だと感じるので、なるべく多くの人に参加してもらえるように
父母会にて協議し、意義あるものにしていけるよう努めていく。

考察
苦情対応の整備体制はあるが、迅速かつ適切に対応できていない部分があったので、今後苦情があった際には
迅速かつ適切に対応できるよう努めていく。また、職員間でも情報共有を図る。子どもたちへの説明に関しては、
個々に応じた方法でわかりやすく伝えること、きちんと理解できているか確認することを行っていく。

考察
情報は多く伝えるようにしている。また、個別支援計画に基づき面談を行っている。しかし、保護者からの評価は
まだ十分とは言えないので、今後、よりわかりやすく丁寧に説明することや情報を伝達することを心掛けていく。



保護者 職員

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

定期的に会報等を発行し、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に対して発信している
か

はい2　どちらともいえない3　いいえ1 はい3　どちらともいえない0　いいえ0

意見 意見
・会報は少ないような気がする。 なし

保護者 職員

個人情報に十分注意しているか 個人情報に十分注意しているか

はい3　どちらともいえない3　いいえ0 はい2　どちらともいえない1　いいえ0

意見 意見

なし なし

保護者 職員

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

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、職員や保護者に周知しているか

はい4　どちらともいえない2　いいえ0 はい0　どちらともいえない1　いいえ2

意見 意見

なし

・マニュアルは保護者にまで周知されていない。防犯マ
ニュアルは策定されていないのでは。
・防犯、感染症マニュアルを作成を行っていく

保護者 職員

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

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4　どちらともいえない2　いいえ0 はい3　どちらともいえない0　いいえ0

意見 意見

なし

・月に一回の避難訓練と引き渡し訓練は継続して行って
いきたい。
・月1回行っている。
・避難訓練、引き渡し訓練をおこなっている。

保護者
職員の配置数や専門性は適切であるか
はい4　どちらともいえない2　いいえ0

意見
・職員のもっている資格などは知りたいです。

考察
保護者からの評価は高かった。しかし、防犯マニュアルは策定されていないので今後作成し、他のマニュアルと合
わせて職員、保護者に周知・説明していく。

考察
月に一回避難訓練を行っているので保護者から高い評価を得られており、職員の評価も高いと思われる。しか
し、避難訓練は地震を想定したものばかりなので、今後は火事・水害を想定した避難訓練も取り入れていく。ま
た、避難物資を揃えること、その保管場所を把握すること、避難時の保護者との連絡の取り方を把握することなど
緊急時に備えて職員全員が対応できるようにしていく。

回答
職員の専門性に関して持っている資格などは知りたいとの意見があった。この意見には、子どもたちや保護者と
の日々の関わりの中で、職員の対応に対して疑問を感じていることが含まれているのかもしれない。全職員が資
質向上のために各自必要な研修を受け、子どもたちや保護者と信頼関係を築き適切な支援ができるように心掛
けていく。

考察
会報は法人として発行しているものであり、事業所からは毎月通信を出して活動報告をしたり、連絡事項などを伝
えるようにしている。また、活動内容に関しても1ヶ月ごとに予定表を配布している。

考察
保護者、職員ともに特に意見はなかったが、どちらともいえないという評価もあるので、今後も個人情報の取り扱
いには十分に注意していく。


