
チェック項目 はい
どちらで
もない

いいえ ご意見 それを踏まえた対応

2
職員の配置数や専門性は
適切であるか

16 5

・お迎えの時もすぐに対応
して下さるので適切だと思
います。
・活動中に屋内環境を確認
する機会がない為、不明。

・ご意見ありがとうございます。職員
の体制は指定基準を満たしたものと
なっております。また、保育士、社会
福祉士、言語聴覚士等の資格を有した
ものが支援を行っております。

3

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

12 9

・あまり中の様子がわから
ないのと使う必要がないの
で考えたことがなくてわか
りません。
・わかりません。
・スロープや手すりに着目
して確認していない為、不
明。
・よく見えないのでわかり
ません。

・ご意見ありがとうございます。ス
ロープなどはございませんが、相談室
以外は大きな段差はなく、ご利用いた
だけるよう、配慮をしております。相
談に関しても段差がないエリアをご案
内することも可能です。

配布数　25　　回収数　21　割合　84　％　(特非)発達支援ネットワークつむぎ　つむぎ吉備中央

・子どもが何も不満を言っ
てないので大丈夫だと思い
ます。
・活動中に屋内環境を観察
する機会がない為、不明。
よく見えないのでわかりま
せん。
・子ども達の活動量と十分
見合うのかは分かりません
が、長期休暇は公園での外
遊びetcをプログラムに入
れて下さっているので、合
わせて十分なのだと思いま
す。
・人数が多いので、もう少
し広いスペースが欲しいで
す。

環
境
・
体
制
整
備

1
子どもの活動等のスペー
スが十分に確保されてい
るか

14 7

・ご意見ありがとうございます。現在
のつむぎスペースはプレイエリア、個
別ワークエリア、宿題エリア、カムダ
ウンエリアがございます。
・屋内環境を見ていただく為に保護者
様向けの公開療育日の設定を予定して
おります。新型コロナウイルスの兼ね
合いで開催が難しいことも考えられま
すが、ぜひつむぎ内の療育環境をみて
いただきたいと思い、予定をしており
ます。
・また、ご利用者様の増加に伴い、ス
ペース確保が難しい状況も出てきてお
ります。構造化等の工夫を行い、過ご
しやすい環境を整備していきたいと
思っております。

保護者様等向け 放課後等デイサービスアンケート結果表



4

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、ⅰ放課後等デ
イサービス計画が作成さ
れているか

21

・しっかり話を聞いて下
さって計画を立てていただ
いていると思います。
・定期的なプランの作成の
おかげで子どもの今の状態
を客観的に見ることがで
き、次のステップを意識で
きるので、とても助かって
います。
・職員さんの主観ではな
く、根拠に基づいた分析の
上、ニーズを把握した計画
を作成して下さっている。
・日々相談に乗って下さ
り、デイサービス計画に取
り入れて下さり、本当に感
謝しかありません。ありが
とうございます。

・たくさんのご意見ありがとうござい
ます。根拠のある専門書を基本とし、
認知面、見る力、聞く力、社会性など
の向上を目指した計画書の作成を心が
けています。保護者様、ご本人様の思
いを元に簡易検査を行い、ターゲット
課題を整理し、作成をしております。
今後もご満足いただけるサービス計画
の作成を行っていきたいと思っており
ます。

適
切
な
支
援
の
提
供

5
ⅱ活動プログラムが固定
化しないよう工夫されて
いるか

21

・工夫されていると思いま
す。
・個人の能力に応じたプロ
グラムを実施して下さって
いる。

・ご意見ありがとうございます。見通
しとして大きなプログラムスケジュー
ルは固定をする部分も多いのですが、
取り組む課題は個別に異なり、取り組
みやすいように視覚化された課題とな
ります。

6

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

5 13 3

・よくわかりません。
・わかりません。
・つむぎさんとしての交流
があるかはすみません良く
分かりませんが、それぞれ
が学校で経験しているのか
なーと思います。

・ご意見ありがとうございます。今年
度は新型コロナウイルスの関係で開催
できておりませんが、つむぎのイベン
ト活動を予定し、その中で一般のお子
様と触れ合う機会を企画しておりまし
た。次年度以降も企画検討を行ってい
きたいと思っております。

7
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

21

・しっかり説明してもらえ
ました。

・ご意見ありがとうございます。契約
の際にご説明をさせていただいていま
す。今後も丁寧なご説明を心がけてい
きます。

8

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

20 1

・相談をしたらすぐに面談
や電話をすすめてくれてと
ても親身になっていただ
き、アドバイスもたくさん
いただけました。とてもう
れしかったです。
・活動内容についてこまめ
に日々記録して下さり、理
解がしやすい。

・ご意見ありがとうございます。お子
様の様子を客観的であり、ねらいのあ
る情報をお伝えしたいと思っておりま
す。今後ともご相談がございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。

9

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

20 1

・とてもよくしていただい
ています。
・不安に応じて客観的な視
点で助言をして下さってい
る。

・ご意見ありがとうございます。今後
も専門的であり、客観的なご助言を心
がけていきたいと思っております。

保
護
者
へ
の
説
明
等



10

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

15 6

・メールで色々案内もくる
し出来ていると思います。
・参加できる機会がない
為、不明。
・親同士の集まれる機会が
なかなか持てないので、お
互いの情報交換がしたいで
す。

・ご意見ありがとうございます。今年
度は新型コロナウイルスの関係で活動
の開催が少なくなっております。月に
1回のペースで法人や事業所の座談会
を保護者様向けに行っておりますの
で、ご都合が良い際にはぜひご参加く
ださいませ。

11

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

16 5

・そういう場面に出会って
ないのでわかりません。
・苦情があったことがない
のでわからない。
・苦情がない為、対応につ
いては不明。

・ご意見ありがとうございます。苦情
やご意見、ご相談と感じた際には書面
に記載し、原因の追究と今後の対策に
ついて検討、報告、周知を行っており
ます。

12
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

18 2 1

・個別支援記録の保護者か
らという欄に聞いてほしい
こと、教えてほしいことな
どを書くことがあります
が、返事もなくそのままで
す。メールで聞けばいいの
ですが、ちょっとうれし
かったことなどは書いたも
のを読んでもらって「すご
いね！」という気持ちを共
有したいなと思いました。
わざわざメールで言うのは
気が引けますし…。
・施設の玄関先で保護者と
職員が情報交換をする場面
があるため。

・配慮が足りず、申し訳ございませ
ん。保護者コメントには返答を行うよ
う周知徹底を行います。保護者様と嬉
しい気持ちの共有ができる事業所を目
指します。
・配慮が足りず、申し訳ございませ
ん。保護者の方にはつむぎでの取り組
みを申し送りとしてお伝えしたいと
思っております。玄関のスペースの問
題もあり、難しい現状もあります。個
別のご相談は相談室にてご対応してお
ります。

13

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

18 3

・メールで色々発信されて
いると思います。
・定期的にフェイスブック
で活動の様子を発信して下
さっている。

・ご意見ありがとうございます。毎週
末にはメールにてつむぎからのお知ら
せをお送りさせていただいておりま
す。フェイスブックでは支援の取り組
み時のねらいや様子の配信をさせてい
ただいております。自己評価の結果に
関してはホームページにて公表を行っ
ております。

14
個人情報に十分注意して
いるか

16 3 2

・出来ていると思います。
・フェイスブックへ子ども
の写真掲載時に事前に相談
をして下さる。
・メールのご送信が多いよ
うに思います。
・ブルーベリー狩りの時に
子どもの顔が写っていたの
で、気を付けてほしいで
す。

・ご意見ありがとうございます。お写
真を使用する際には保護者の方へご確
認させていただいております。写真の
掲示等、ご確認いただきありがとうご
ざいます。
・配慮が足らず、申し訳ございませ
ん。メールの誤送信がないよう、細心
の注意を払って送信するよう、気を付
けていきます。
・配慮が足らず、申し訳ございませ
ん。外部機関の撮影の中で写った状況
となります。外部機関にも事前に撮影
NGのお声をかけておりましたが、撮
影された実状があり、大変申し訳ござ
いません。今後は外部機関の撮影の際
にはよりて寧に説明し、撮影しないよ
うにお伝えしていきます。

保
護
者
へ
の
説
明
等



15

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

17 3 1

・出来ていると思います。
・そのようなマニュアルの
存在を知りません。

ご意見ありがとうございます。玄関棚
にて各マニュアルの方を準備し、冊子
としてご覧いただけるよう、整備して
おります。設置位置を変更するなど工
夫をしていきます。

16

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

10 11 1

・出来ていると思います。
・わかりません。
・災害時のマニュアルを
（親に対して）のを改めて
教えていただけたら助かり
ます。
・訓練報告を受けたことが
ないため、不明。
・よくわかりません。
・その様な訓練が行われて
いるかどうか知りません。
・避難訓練があるかまでは
ごめんなさいよく知らない
です。

・ご意見ありがとうございます。地震
や火災に向けての避難訓練を年5回予
定しております。避難訓練の様子は
フェイスブックや掲示板での掲示を
行っております。災害時や防災マニュ
アルについても玄関棚の冊子にてご覧
いただけるよう、準備をしておりま
す。設置位置を変更するなどして工夫
をしていきます。

17
子どもは通所を楽しみに
しているか

20 1

・とても楽しみにしていま
す。
・いつもとても楽しみにし
ています。
・利用を拒否する言動がな
いため。

・ご意見ありがとうございます。楽し
みにしてくださっているご意見をいた
だき、大変ありがたく思っておりま
す。今後ともご満足いただけるような
専門的で根拠のある支援を実施できる
事業所を目指していきます。

18
事業所の支援に満足して
いるか

20 1

・とても満足しています。
・大満足です。いつもあり
がとうございます！
・保護者からの問いかけに
対し、迅速に対応頂ける事
に安心感があります。

・ご意見ありがとうございます。ご満
足いただけるというお言葉が励みにな
ります。嬉しいご報告やご相談などい
つでもお声掛けくださいね。

　(特非)　発達支援ネットワークつむぎH30．9.1～

満
足
度

非
常
時
等
の
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応


