
公表：令和　5　年　4　月　1　日

事業所名　発達サポートセンターつむぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）　　60　　　回収数　　46　　　割合　　　77　　％

チェック項目 はい
どちらとも

いえない いいえ わからない ご意見
ご意見を踏まえた

対応

1
職員の配置数や専門
性は適切であるか

87% 2% 0% 9%

・部屋の中が分から
ないので何人いらっ
しゃるかはわからない
ですが、いつも丁寧
に関わってくださるの
で安心です。・先生方
の紹介、退職、新任さ
れたことをちょっと一
言お知らせくださると
良いのにと思っていま
す。今は難しいので
しょうか？・所長先生
以外の先生方の専門
性を知る機会があま
りないです。

・配置数は常に適切な数に
なるように努めております。ま
た、専門性に関しましては、
毎月、職員研修を行い、職員
の資質向上に努めておりま
す。今後もより保護者様とお
話をさせて頂く機会を増やし
たいと思います。・職員の人
事異動に関しましては、今後
はお手紙等でご報告させて
いただきます。

2

お子様と保護者様の
ニーズや課題が客観
的に分析された上で、
個別支援計画が作成
されているか

98% 2% 0% 0%

・職員全員がモニタリング前
にご利用者様それぞれの個
別支援シートを作成した上
で、児童発達支援管理責任
者がモニタリングでの保護
者様からのお話を受け、さら
に職員で話し合いを行った
上で個別支援計画を作成し
ております。これにより、より
客観的な分析が可能となり、
ご利用者様お一人おひとり
にあった個別支援計画書が
作成できるように努めており
ます。

3
活動プログラムが固
定化しないように工夫
されているか

93% 2% 0% 4%

・毎月週替わりで工
夫してくださっている
と思います。・自信に
つながる活動をいつ
もして下さりありがと
うございます。

・今後も新しいプログラムを
取り入れ、様々な分野の活動
を取り入れていきたいと考え
ております。

適
切
な
支
援
の
提
供

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）



4
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

98% 2% 0% 0%

・初めて放課後等デイサービ
スをご利用頂く保護者様に
おかれましては、ご不安な部
分が多々あるかと思いますの
で、お一人おひとりに分かり
やすく丁寧な説明を行なうよ
うに努めております。

5

日頃からお子様の状
況を保護者様と伝え
合い、発達状況や課
題について共通理解
ができているか

100% 0% 0% 0%

・指導員一同、今後も丁寧な
連絡帳の記載及びお迎え時
におきましてご利用者様の状
況報告を心掛けてまいりたい
と思います。またお子様が自
主通所されておられご心配
がある保護者様に対しまして
はいつでもご連絡を頂けれ
ばと思います。

6

保護者様に対してモ
ニタリングや、子育て
に関する助言等の支
援が行われているか

98% 2% 0% 0%

・つむぎの先生方の
言葉にいつも励まさ
れ元気をもらっていま
す。

・連絡帳においてのご質問に
関しましては、お返事を書か
せて頂いておりますが、文章
ではこちらの意図が伝わりに
くい際は、直接お迎え時にお
話しさせて頂くか、お電話に
て対応させて頂いておりま
す。　　　　　　　　　　　　　　・モニタ
リングは半年に1回必ず行
い、その際にスモールステッ
プの考え方で個別支援計画
における具体的な到達目標
をご家族様と共に考えさせて
頂き、子育てに関する助言等
はシステムズアプローチの考
え方でそれぞれのご家族の
お困り事や心配事に対して、
つながりのあるリソース先を
ご紹介させて頂いておりま
す。

7

お子様や保護者様か
らの苦情について、対
応の体制を整備する
とともに、お子様や保
護者様に周知・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

65% 9% 0% 26%

・苦情がないのでわ
からない。適切に対
応してくださると思い
ます。・実は先生方の
お名前が全く覚えら
れず家庭で子どもと
の会話の時に親が少
し戸惑っています。

・ご相談やご意見等がござい
ましたら、遠慮なくご連絡下
さい。その際には指導員一同
一丸となって、迅速に対応さ
せて頂きたいと考えておりま
す。・職員全員、毎日名札を
着用し、名前を呼んで覚えて
頂けるよう関わりたいと思い
ます。

8

お子様や保護者様と
の意思疎通や情報伝
達のための配慮がな
されているか

96% 4% 0% 0%

・これまで同様、ご利用者様、
保護者様のお立場にたって、
ご利用者様の様子をお伝え
させて頂く所存です。

保
護
者
へ
の
説
明
等



9

定期的にお手紙や
ホームページ等で、活
動概要や行事予定、
業務に関する自己評
価の結果をお子様や
保護者様に対して発
信しているか

83% 9% 0% 7%

・毎月行事予定表を
いただけるので子ど
もも予定が分かって
助かっています。・
ホームページの更新
をもう少しやっていた
だけたらと思います。

・毎月行事予定を掲載した
お手紙をお届けさせて頂い
ております。活動概要などは
連絡帳やつむぎのブログに
おきまして、日々の様子を掲
載させて頂きたいと思います
が、今年度はホームページの
更新が大変遅くなり申し訳
ございません。今後は更新が
滞ることがないよう努めてま
いります。またご閲覧下さい。
https://www.asuhenots
umugi.or.jp/bloglist
自己評価の結果は年に１回、
ホームページで掲載させて
頂いております。

10
個人情報に十分注意
しているか

89% 2% 0% 9%

・指導員ごとに個人情報へ
のアクセスを設定し、UTMを
導入することで個人情報の
保護に努めている。又、個人
ファイルに関しては鍵のかか
る書棚に収納している。今後
も個人情報に関しては細心
の注意を持って管理させて
頂きます。

11

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、保護者様
に周知・説明されてい
るか

78% 9% 0% 13%

・緊急時対応マニュアル、防
犯マニュアル、感染症対応マ
ニュアルだけではなく、洪水
時等の避難確保計画や地震
や火災等・衛生面等のマ
ニュアルも策定しております。
今後、モニタリングの際にご
提示させて頂き、安心してご
利用して頂けるよう対応させ
て頂きます。

12

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

61% 9% 0% 30%

・話に出たことがない
のですが（子どもの）
行われていたらあり
がたいです。

・避難訓練やその他の訓練
等は、毎月1回実施しており
ますが、その日の気候や天
気、当日のスケジュール、ま
た利用者様や職員の人数や
状態等で実施するため、不
定期とさせて頂いておりま
す。実施した際には連絡帳に
記入させて頂きご報告をさせ
て頂いておりましたが、今後
はホームページにも掲載させ
て頂きたいと思います。

保
護
者
へ
の
説
明
等

非
常
時
等
の
対
応



13

お子様は「発達サ
ポートセンターつむ
ぎ」への通所を楽しみ
にしているか

87% 11% 2% 0%

・毎回楽しみにしてい
ます。・安心して過ご
せる場所のようで
す。・活動カレンダー
で本人が見通しを持
てていることが嬉しい
です。・口では消極的
な発言が多いのです
が、本当に嫌ならおそ
らく「行かない。」とい
うと思います。行った
ら行ったで楽しんで
いる時間もあると思っ
ています。・「来年も
ずっと行きたい。」と
言っています。

・ご利用者様のご意見を取り
入れながら、楽しんで頂きな
がらも、18歳以降の社会生
活に適応する事が出来るよ
うに社会性、コミュニケーショ
ン、イマジネーションの力を育
んで頂ける療育の場を提供
させて頂きたいと考えており
ます。

14
「発達サポートセン
ターつむぎ」のサービ
スに満足しているか

98% 2% 0% 0%

・情緒不安定な時な
ど問題行動が出た
際、子どもに対してど
のように対応していけ
ばよいかを一緒に真
剣に考えてくださりと
てもありがたいです。

・ご多忙の中アンケート調査
にご協力をいただき、ありが
とうございました。職員一同
更なるサービスの向上に努
めてまいります。今後ともご
理解とご協力の程お願い致
します。

*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。

満
足
度

*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。


