
評価シートの保護者と職員の比較と考察
児童サポートセンターのびのび(小1～小4）

平成28年度評価(実施月：平成29年4月）

25名配布　24名回答有　1名未回答   

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17　どちらとも言えない6　いいえ1 はい3　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見

・少し狭い気がする。
・もう少し広いと良いかなと思います。
・子どもの行動が目の届く範囲でいいと思う。（スペースは十
分）

・活動によっては、場が限られる。活動内容の見直しや配置を
考える。
・活動を行う場と自由遊びの場を分けて子ども達にはわかりや
すく行っている。

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15　どちらとも言えない6　いいえ2 無回答1 はい2　どちらともいえない2　いいえ0　無回答1

意見 意見

・分からない。
・階段が急なので危ない。
・2階の階段が急なので・・。

・細かな段差や手すりの高さが違うものがある。
・フロア全面に絨毯をひくと良い。
・階段の所に滑り止めをつけて対応している。

保護者 職員

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

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20　どちらとも言えない4　いいえ0 はい4　どちらともいえない1　いいえ0
意見 意見

・個々に課題が異なる為、全員のニーズに答えるのは困難だと
思う。
・いつもは客観的に分析されている。今回は少し違ったように
思う。

・面談時、十分に時間をかけて行っている。
・面談時には事業所だけでなく、学校・家庭とも統一した方向性
を持って支援していけるよう話をしている。
・個別支援計画などの中で子どもと保護者のニーズ、課題を客
観的に分析してサービス計画を作成している。

考察
保護者の中には狭いと思われる方もみえるが、多くの保護者は、スペースは十分に確保されていると思われている。職員もス
ペースが確保されていると思っている。ただ活動により狭いと感じられることもあるので、その場合の配慮（物の配置等）を考え
ていく必要がある。

考察
保護者の中には階段が危険だと危惧されている方も見える。階段は手擦りや滑り止めを設置している。子どもの移動が安全に
行えるように職員同士で見守りや声かけをおこなう工夫をしている。

考察
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と概ね評価はしていただいているが、そうでないと思う方も見える。職
員は細かいところをみていくと足りないところがあると感じている。そのため、記録の取り方を変更した。日々の個別記録を取る
ようにして、それをモニタリングの客観的根拠となるよう蓄積し、活かしていく。また、子どもの発達評価や障害特性によるニー
ズ等について、より客観的指標を用いるように努めていく。



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18　どちらとも言えない5　いいえ1 はい2　どちらともいえない3　いいえ0
意見 意見

・毎月同じ活動プログラムになっている。
・固定化されている事で繰り返しできるので、徐々に理解できる
ようになっています。
・固定化している部分で安心は出来ている。毎日同じではない
がパターンが同じ。

・工作等毎月違うものを行っている。
・各活動を行う時工夫して行っている。
・毎回同じものにならないようにはしているが、くり返すことで学
べることもあるので固定化している部分もある。

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4　どちらとも言えない7　いいえ12　無回答1 はい0　どちらともいえない1　いいえ4
意見 意見

・障害の度合いが違う子ども達がいる中で普通の子と交流する
事は難しいと思う。
・もしあったらごめんなさい。
・障害のない兄弟児との交流はイベント等で機会はあります
が、一般の児童とは無いと思います。ただ支援級の子は学校
で、特別支援学校の子は地域の交流学校があるので、ここで
は特に交流したいと言う思いはありません。
・あまり聞いた事がないと思います。
・交流があるのか、正直よく分からない。

・交流できる地域クラブがあるか探してみる。
・地域の公園等に行き、遊ぶことはして、地域の子と一緒に遊
ぶこともある。

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23　どちらとも言えない1　いいえ0 はい3　どちらともいえない2　いいえ0
意見 意見

なし
・年１回保護者の方を集め話をしている。更新や変化がある時
はその都度紙面を出し話をしている。

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22　どちらとも言えない1　いいえ1 はい5　どちらともいえない0　いいえ0
意見 意見

・しっかりと話し合いができているので安心できる。不安や疑問
に思っていることも相談しやすい。

・日々の生活の中で見えてきた課題や状況の整理は、帰りの
お迎え等で、直接話をしている。

考察
月間予定では活動名しか記載されていないので保護者の中には、同じものをおこなっていると思う方もみえる。降所時に内容
説明をしたり、事業所の発行する通信紙で活動の内容やその時の子どもの様子をお知らせはしている。集団ゲーム等繰り返す
ことで効果がある活動もあると思われる。概ね理解はしていただいてると思われるが、新しい取り組みも開発していけるとよい。
また活動の振り返りを行った方がよいと感じるので、折々の様子を書き、次の機会に活かせるようにしたい。反省会用のノート
を変更し7/1（土）より個別で記載できるように個別ファイルに変更した。そうすることにより個別の変化がわかりやすくなった。目
的や思いを統一して、子どもの姿、結果から目標の達成度や違い、変化を保護者に伝えていく。

考察
支援内容、利用者負担等についての説明は、凡そ丁寧におこなっていると思っていただけている。毎年、新年度説明会をおこ
なっており、変更も随時、書面を出して父母会で説明をして、お知らせしている。説明会に出られない方等にも書類を配布し丁
寧な説明をしていくことを心がけている。また随時必要な時は確認をおこなっていくよう努める。

考察
日頃から保護者と子どもの状況や課題等について話しあうことをしている。職員間でも保護者から伺った話を伝えあい、それに
ついて話し合いをして、次の支援にいかすようにしている。職員は保護者の相談等に適切に応じられるようさらに研鑽を積み、
子どもの発達について学んでいく必要があると考えている。

考察
現在、児童クラブ等との交流はおこなっていない。公園で地域の子と一緒に遊んだりすることはある。放課後等デイサービスの
ガイドラインに地域交流の機会の提供が入っているので、考えていく必要はあるが、交流を希望されていない方もみえるので、
保護者の意向を確認しながら、検討していく。



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23　どちらとも言えない0　いいえ1 はい5　どちらともいえない0　いいえ0
意見 意見

なし

・電話相談など必要に応じおこなっている。兄弟のことや今の
現状を踏まえ、今までの経験を得た上でおこなっている。又自
分で分からない時はわかる人につなげ、助言を頂けるようにし
ている。その時にすぐに相談に応じるとともに全職員で話あっ
たりしたことを伝え支援をおこなっている。

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21　どちらとも言えない2　いいえ1 はい4　どちらともいえない1　いいえ0
意見 意見

なし
・毎月、父母会を開催し、職員も参加しながらすすめている。
又、同じような悩みを持つ方の橋渡しをして、保護者同士のつ
ながりを持てるようにはしている。

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21　どちらとも言えない3　いいえ0 はい5　どちらともいえない0　いいえ0
意見 意見

なし
・苦情内容を記述し個別に話をしたり、職員全体で話をし対応
をおこなっている。その中で当事業所だけでは難しいと感じた
ら、各関係機関とも連携して対応していけれるようにしている。

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22　どちらとも言えない2　いいえ0 はい4　どちらともいえない1　いいえ0
意見 意見

なし

・必要に応じてどのスタッフが対応するかを考慮している。全職
員が行えるように共通認識のもとに行っている。行動の背景を
伝えながら、多方面で見ていくこと、思いをさぐりながら伝えて
はいる。

考察
ほぼ満足していただけていると思われる。降所時や電話、面談時等助言を随時おこなっている。職員同士で話し合うことは勿
論、事業所内で解決できない場合があった時は他の機関と協力・連携をとりながら必要な支援にいかしている。評価シートを使
い子どもの現状を把握し、職員でケース会議をおこない個別支援計画を作成している。個別支援計画に添いながら、面談はお
こなっているが、さらに綿密に、適切に行えるよう努力していく。

考察
苦情があった場合、書式に残し、その後の対応等明記している。苦情内容は職員同士で共有し、解決策を検討、保護者に伝え
対応している。事業所のみで対応が難しい場合は相談支援事業所や他の事業所・学校等とも話し合いを持ち、子どもにとって
よりよい環境を皆で作り出していけるように対応を図っている。重要事項説明書に苦情担当者、苦情解決者、第３者委員等が
明記されている。第三者委員とも連携をとっている。

考察
活動は、絵カードで選択をおこなったりしている。ボードに写真を貼りその中から子どもが選択したり、ホワイトボードに字を書い
たりしてやりたいことなどを伝えてもらって意思疎通を図っている。子どもの行動や表情等から本意をくみ取ってはたらきかける
ようにも心がけている。保護者への対応は、必要に応じ対応する職員を考慮するなどしている。子どもの状況や場面を見て、い
つもと同じ状況や変化があった時、この働きかけをした場合等、情報を皆で収集し、そこから推測される行動の意味を検証・確
認して保護者に伝え、両者で共通認識を図っている。子どもの実像に近づけられるようにおこなっていく。

考察
月１回父母会を定期的におこなっている。連絡のみではなく、保護者同士で悩みを話し合いやすいようにまた意見が出やすい
ように話題を提供して働きかけをおこなっている。参加があまりない方には父母会の話し合いの中で課題の解決策やヒントが
得られることもあるので、良さを伝えて参加を呼びかけていく必要がある。地域の学校に通っている子の保護者も多いので、今
後も横のつながりをもつきっかけ作りとしても役立てていきたい。



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

この自己評価の結果を、事業所の会報 やホームページ等で
公開しているか

はい19　どちらとも言えない5　いいえ0 はい0　どちらともいえない1　いいえ3　その他1

意見 意見

なし
・今年度実施を行う。
・今年から実施していく予定。

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22　どちらとも言えない2　いいえ0 はい3　どちらともいえない2　いいえ０

意見 意見

なし

・行っている。
・USBを持ち運んでいるので、無くしていければよい。
・情報を注意しているつもりでも、不用意に話をしていたり、書
いたものそのまま廃棄などがあったりする。自分なりに徹底す
る。

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17　どちらとも言えない6　いいえ1 はい2　どちらともいえない1　いいえ2
意見 意見

・緊急時、災害時の避難場所がわからない。
・マニュアルは書面にて発行しているものもあるが、職員や保
護者に周知されていないものもある。早急にマニュアルを見直
し、周知をしていく。

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
練を行ってい るか

はい21　どちらとも言えない2　いいえ1 はい3　どちらともいえない2　いいえ０
意見 意見

・子供本人たちは訓練しているが保護者の引き渡し訓練等が
ない。

・月１回避難訓練年１回全事業所での訓練を行っている。
・定期的に子どもたちには本番と同じ設定ということを伝え行っ
ている。
・定期的には行ってはいるが、引き渡し訓練等は行っていな
い。
・月に一度地震の避難訓練は行っている。
・引き渡訓練の実施が必要と思われる。

　考察
月1回『のびのび通信』を発行、法人会報は4か月に一度発行している。活動内容は１か月ごとに月間予定を配布している。評
価はしていただいていると思われる。通信においては、子どもたちの様子や出来事を記載し、連絡事項等を掲載している。ホー
ムページに関しては、一時期中断されたが、現在は新たなものにリニューアルされた。今回の自己評価の結果に関しては事業
所ごとに分けて、保護者に配布はもちろん、会報・ホームページにも掲載する。

考察
個人情報に配慮されていると感じていただいている。職員も十分注意をしているが、さらに注意が必要である。不用意にメモは
捨てずシュレッダーでの処理を徹底する。現在、保護者に個人情報開示の書類に記名をしてもらっている。モニタリング等関係
機関から情報提供の連絡があった場合、保護者に連絡をして確認し書類に記入していく。

考察
月１回の避難訓練をおこなっていることは理解されているものの保護者との引き渡し訓練を行っていないことで不安を持たれて
いる。職員も必要であると同様に思っている。当法人の高校生対応の事業所では引渡し訓練をおこなっていることもあり、他の
事業所でも必要ではないかと会議にて検討されている。避難訓練は、地震を想定したものをおこなっているので、今後、火事や
水害を想定した避難訓練を取り入れていく。

考察
書面で避難場所を伝えていないので、書面を配布する必要がある。感染症マニュアルはあるが、職員・保護者には周知されて
いない。防犯マニュアルを策定していないので、策定していく必要がある。その後他のマニュアルとともに職員・保護者に勉強
会・研修会・通信紙等を通じて周知していく必要がある。


