
評価シートの保護者と職員の比較と考察 　こどもサポートハウスぴあ(小5～中3）

平成28年度評価（実施月：平成29年4月）

回収31　未回収2

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22　どちらともいえない8　いいえ0　無回答1 はい5　どちらともいえない0　いいえ0

意見 意見

・子どもの人数によっては狭く感じる
・2階もあるので十分なスペースがある。
・実際に活動しているのを参観していないのでわからない。参
観日を設けて欲しい。

なし

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　どちらともいえない11　いいえ1　無回答1 はい2　どちらともいえない3　いいえ0　

意見 意見

・子どもの障害種によっては不十分な点もある。
・入口トイレは平らで使いやすいと思う。
・階段が急すぎる。

・手すりやスロープを付けるなど出来ることはしている。車い
すの子が2階に行けないがおもちゃなどを持ってくるなどの工
夫はしている。
・エレベーターがないので下肢障害の子は２階に上がれな
い。
・トイレが狭い為介助の子にとっては適切ではない。

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うえで、放課後等デイサービス計画を作
成しているか

はい25　どちらとも言えない3　いいえ1　無回答2 はい2　どちらともいえない3　
意見 意見

・見る機会がなくわからない。
・第三者機関に客観的な分析等をしていただいている様子は
ない。

・保護者のニーズをしっかりと把握しきれない部分があると思
うので日頃の送り出しの時などに個別支援計画に沿った話の
内容をしていき保護者のニーズを把握していく。
・面談を行い対応している。

考察
機会がないとあるが個々に必ず作成しているものであり、事業所側の説明が足りていない。客観的にアセスメント出来ていな
いと感じられたこともあった。客観的で科学的な指標を用いていくように努め、。丁寧にニーズにそった個別支援計画書を作
成していく。

考察
保護者からの評価は高かった。参観していないのでわからないとあるので要望が出れば検討していく。写真を公開し少しでも
活動風景が保護者にも伝わるようにしている。職員においても不適切であるとの意見はなく、活動しやすくなっていると感じら
れている。子どもの活動スペースに極力余計な物を置かないように心掛けている。

考察
保護者、職員ともにどちらともいえないの回答が多かった。トイレの介助時に関しては手前のスペースまで広げて使うよう工
夫している。建物の構造的に改修が難しい箇所に関しては改善できる部分は行って生活しやすい環境整備に努める。



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18　どちらとも言えない9　いいえ2　無回答2 はい2　どちらともいえない3

意見 意見

・内容にもよる。もう少し幅広くやってもらいたいこともある。
・色々な活動を取り入れてあり、とてもいいと思う。

・色々な活動に参加できるようにしている。
・ゲームや工作等を毎月ユニット会議で案を出しているが何
個かをローテーションで行うため、少々マンネリ気味。
・固定化されたプログラムもあっていいと思う。

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2　どちらとも言えない11　いいえ17　無回答1 はい0　どちらとも言えない1　いいえ4
意見 意見

・あったら素晴らしいと思う
・地域のお役に立てたら素晴らしい地域活動に繋がりそうで
す。

・地域のイベントなどあれば参加できるように検討する。
・日々の中でそうした施設へ行って交流する体験をする。

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25　どちらともいえない5　いいえ0　無回答1 はい2　どちらともいえない3　いいえ

意見 意見

・支援のねらいについては日々の報告からは全く分からない
（あるとおもうが）。
・年一回説明会があり、よくわかる。

・説明後にわからない事疑問点などがないか確認し、何か意
見が出ればそれに対し、分かりやすく丁寧に話をする。
・面談、契約時に行っている。

考察
個々の利用時に活動が同じにならないように工夫して心がけている。具体的な意見は出ていなかったが活動内容の目的や
ねらいなどを伝えきれていない事も感じる。その為、内容に関して意図と目的を職員間で話し合って取り組んでいる事を伝え
ていく必要がある。

考察
現状では地域活動に参加は出来ていない。地域の活動などの情報収集も行ってはないので、今後地域のイベントや施設な
どの情報収集も行っていきながら参加や交流が行えないか検討していく事が必要である。

考察
負担等に関しては契約時や変更があった場合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。支援の内容については説明不足な部分もあり、保護者に理解されていないことも多々あったと思われるの
で、今後はより丁寧に支援の内容を伝えていくように心掛け、理解してもらえたか確認をしていく。



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7　いいえ1　無回答1 はい3　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見

・利用がないとできにくい。
・面談あり、常々のお迎え時にも話すことができる。

・子どもの活動の様子は伝えるようにしているが課題につい
ての共通理解をもち、それに沿った話はあまりできていない
ので発達状況をしっかりと捉えそれをふまえて話し合いができ
るようにしていく。
・利用回数が少ない子は利用時のみになりがちで状況が変
化していることもある。

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21　どちらとも言えない8　いいえ1　無回答1 はい3　どちらともいえない2　いいえ0

意見 意見

・個別に面談等の時間がない。
・面談の周期が知らされていない。
・もう少し面談を増やして定期的に行ってほしい。

・相談事に対して保護者が望んでいる助言をすることが出来
ない事がある。知識を身につけ、適切な助言ができるよう心
掛ける。あいまいな表現は避け、分からない事に対しては調
べて後日伝えるようにしている。

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19　どちらとも言えない9　いいえ2　無回答1 はい4　どちらともいえない1　いいえ0

意見 意見

・父母会はあっても保護者の集まりは少ない。交流するにも
欠席者が多すぎ。参加の仕方や、運営の仕方について考え
るアンケートがあったがどのような形が望ましいか事業所含
めて考えていくとよいのではないか。

・父母会にて講演会を行う際に講師との連絡調整を行ってい
る。

考察
利用頻度の少ない場合に、子どもの状態を共有することができきれていなかったようだ。情報取集が困難で職員自身が子ど
もの状態を把握しきれないこともあったかもしれない。利用頻度に関わらず適切なアセスメントをしていき、他機関と連携を持
ち支援していく必要がある。

考察
保護者の満足度はやや低い結果であった。面談を増やしてほしいとの意見もあるので保護者に対してしっかりと時間を作っ
て相談などを行えるようにしていく必要がある。職員も十分に支援できているとは言い切れていない。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関係機関とも連携し支援していく事が重要であ
る。

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。保護者からは参加者の少なさを問
題視する意見がみられる。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であるという意
識のもと、なるべく多くの人に参加してもらいたい。父母会役員と内容なども話し合いをし、参加者が増え、交流や情報収集
の場になるように職員はサポートしていく。



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

意見 意見

・利用がないので手渡しできない書類のやり取りについてお
願いしているのに改善されない。不備や締め切り日直前は正
してほしい。
・そこまでなった事がないのでわかりません。
・要望を出してもいまだ回答が得られないままの案件がある。

・迅速に行えているか不安だが、意見をいただいた場合すぐ
に共有して対応を行っている。
・保護者からの苦情、要望に適切に対応できておらず改善さ
れていない事がある。職員の意識を高め、お互いに確認し合
い声を掛け合うようにしていく。

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

意見 意見

・利用がないので機会がない

・視覚提示があった方がわかりやすければ文字や、イラスト、
写真を使って伝えるようにしている。
・絵カードを活用していく。お知らせや予定表を配布しさらに説
明をしている。

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

意見 意見

・法人会員でなければわからない、説明会でも十分でないと
思う。
・会報は活動報告が主で事業所の予定や連絡等は父母会の
議事録で連絡している。事業所から発信してほしい。

・原則月一回事業所から通信を発行。日々の様子を写真に撮
影し、定期的に保護者が観覧できるようにしている。法人とし
ては年に4回会報を発行。

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26　どちらともいえない4　いいえ0　無回答1 はい5　どちらともいえない0　いいえ0

意見 意見

なし
・秘密保持契約書があり、職員に対して個人情報の取扱いに
注意するように喚起している。

考察
利用頻度の少ない子を中心に書類等の配布に不備が見られる。事務作業の効率化のための工夫が必要。職員同士で意見
交換し改善していく意識が必要である。要望などに関しての回答は父母会の議事録にて回答し、すべての保護者に伝わるよ
うにしている。

考察
保護者の中には法人会報と事業所通信との混同が見られる。事業所からは通信紙を発行しているが発信が少なく保護者が
満足いくものが出来ていない。発信方法やどのような内容を伝えていくかも話し合いながら行っていく。ホームページや自己
評価の結果なども今後公開していく。事業所では活動報告は通信で、毎月の予定は予定表を配布している。

考察
情報伝達はなるべくわかりやすいように絵カード、写真などを使用し工夫して提示できるようにしている。

考察
保護者から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。



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25　どちらともいえない3　いいえ2　無回答1 はい1　どちらともいえない3　いいえ1

意見 意見

なし

・全員には周知できていない
・避難訓練に災害時引き渡し訓練を加える。
・防犯マニュアル、感染症マニュアルはないのでそちらも行う
ようにする。

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29　どちらともいえない1　いいえ0　無回答1 はい4　どちらともいえない0　いいえ1

意見 意見

・親が実際に迎えに行くことになった時の体制までの訓練が
あればなおよい。

・地震が起きた場合の避難訓練ばかりなので火事や、水害を
想定した訓練も行っていきたい。

保護者

職員の配置数や専門性は適切であるか

はい23　どちらとも言えない7　いいえ0　無回答1

意見

・人数は足りているが専門知識は全員充分とは言えない。
・様子を伝えてもらう際に頼りないと思う事はしばしばある。
・どのような資格を持っているか、勉強をしているかは知らな
い。

回答
人員配置に関しては問題はない。しかし保護者からは職員の専門性について不十分と感じられているものと思われる。専門
性の知識を深める為に研修に多く参加し日々取り組むようにはしているが、適切な対応が出来ていない事が現状として見ら
れる。どのように保護者と話を進めていくかを日々考えて進めていく。

考察
保護者からの評価が高かった。実際には防犯マニュアルはないので今後作成し、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、今後は火事や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。引き渡し訓練を行う事も検討し、実施できるように話し合いを進めていく。


