
放課後等デイサービス評価表
集計結果

特定非営利活動法人アイゴ２１

やまだこども教室



アンケート結果について
•年末年始のお忙しい中、ご回答頂きありがとうございまし
た。62部配布し、38部のご回答を頂きました。回答率は約
61％でした。

•なるべく全ての利用者様にお配りできるよう努力いたしま
したが、年末に来室頂けなかった方については、アンケー
ト用紙をお渡しできませんでした。大変申し訳ありません
でした。

•無回答であったり、複数回答されていた場合についてはグ
ラフの横に「その他」として集計させて頂きました。

•全てのご意見に回答させて頂くことはできませんでした
が、全てのご意見について、スタッフ全員で共有いたしま
した。貴重なご意見ありがとうございました。



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

「はい」・「どちらともいえない」がそれぞれ約47％、「いい
え」が５％という回答でした。確保されていると感じていらっ
しゃる方と、そう断言はできない(そうは思わない)と考えてい
る方がおよそ半々という結果でした。



•「前の教室の方が広く感じた」(他１名)

•「中まで入ったことがないためわからない」

•「子どもは十分だと言うが、親はもう少し広いと良いと思う」

•「中を見せてほしい」

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

ご意見

回答：移転前の124.8㎡から、移設後 は144.4㎡と、実際の面積
は多少広くはなっています。しかし、部屋数がひとつ減ったこ
と、入り口が狭いこと、窓が少ないことなどから多少閉塞感が
あるのかもしれません。内部の観覧は常時可能です。送迎時な
どにお気軽にスタッフにお声がけください。



②職員の配置数や専門性は適切であるか

「はい」が比較的多く約67％、「どちらともいえない」が約
33％という結果でした。



•「たくさん先生方はいらっしゃるなと思っているが、適切か
どうかの判断基準がわからない」

•「若い方がすごくよく頑張っている。逆に高齢の方は知識が
乏しい。もっと勉強が必要」

•「指導者のレベルがまちまち。常に向上心を持ってほしい」

②職員の配置数や専門性は適切であるか

回答：各曜日スタッフ５名程で10名前後のお子さんに対応して
おります。また来年度、新たに常勤の臨床心理士を２名採用予
定です。年配のスタッフも当教室の支援に際し、研修を受けて
おります。また今後も研修・勉強会等で専門性を高めて参りま
す。障がいのあるお子さんを成人まで育てた経験をもつスタッ
フもおり、その経験は支援の場でも有用と考えております。



③事務所の設備等は、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

※その他１

「どちらともいえない」が一番多くて約53％、「はい」が約
39％という回答でした。「いいえ」の方も5％ほどおり、十分
でないと感じられている方が比較的多いようでした。



•「気にしたことがないのでわからない」

•「教室の出入り口が狭い」(他１名)

③事務所の設備等は、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
ご意見

回答：こちらとしてもバリアフリー化の配慮は十分ではない
と感じております。エレベーターはありますが、手すり・ス
ロープなどの設置はできておりません。しかし必要な工事の
規模などから、これらの改善には長期的な時間が必要になる
と思われます。また、こちらも大変申し訳ございませんが、
出入り口の広さについては、建物の構造上広げることができ
ません。次回移転時には参考にさせて頂きます。



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、放課後等デイサービス計画が作成されているか

「はい」という回答が84％ですが、「どちらともいえない」と
いう回答も16％ほどありました。



•「利用計画書を見たことがなく、どのようなものを作成している
か知らない」

•「作成してもらっているがその通りの活動にはなっていない」

•「子どものニーズについてはわからない」

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、放課後等デイサービス計画が作成されているか

回答：計画書は、全ての保護者の方に確認して頂き、サインを
頂く必要があるものです。お手数ですが、ご覧になられたこと
がない方は、至急スタッフまでお声がけください。
計画書通りの活動ができておらず申し訳ございません。計画

通りの活動が実施できない理由については、様々な理由が考え
られますので、一度担当スタッフにお伝え頂けると幸いです。



⑤活動プログラムが固定しないよう工夫されているか

「はい」が59％、「どちらともいえない」が38％、「いいえ」
が3％という結果でした。

※その他１



• 「わからない」(他1名)

• 「本人は楽しんでいるが、事務所側から定期報告がなく、わからな
い」

• 「本人がやりたがるのかもしれないが、毎回同じ様な事の気がする」

• 「プログラムの内容を教えて欲しい」

• 「目標をひとつ先まで設定してもらえている」

⑤活動プログラムが固定しないよう工夫されているか

回答：当教室では、毎回見通しをもって取り組むことで安心し
て教室に居られるということを重視しており、基本的に活動の
流れ・活動プログラムは固定しております。その中で卓球台、
新しいアナログゲームを購入するなど、少しずつ遊びや過ごし
方の幅を広げられるようにと考えております。



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

「いいえ」が約58％、「どちらともいえない」が約18％です。
「はい」とお答えされた方も24％ほどいらっしゃいますが、現
在他事業所などと、こちらの施設を通じての交流は行っており
ません。



•「交流の必要を感じない」(他2名)

•「対外的な交流よりも教室内の交流を重視してほしい」

•「子どもからそういった話を聞いたことがない」

•「交流をしていたようには思えない」

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

回答：現在、外部施設との交流は行っておりません。交流を望
まれない保護者の方も一定数おられることを鑑みても、積極的
に交流することが喫緊の課題とは考えられず、当面は実施する
予定はございません。



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

「はい」が一番多く79％ほどいらっしゃいましたが、「どちら
ともいえない」「いいえ」を足すと2割になることから、不十
分な点があると思われます。



•「利用者負担額については説明を受けた」(他１名)

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
ご意見

回答：2割程度の方が、「はい」とお答えになられていないこ
とから、不十分な点があったと考えております。利用料金体系
は複雑でわかりにくいところが多く、利用開始後にご質問を頂
くこともあります。特に欠席時、利用日の3営業日以内になる
と料金が発生してしまう、欠席時対応加算についてはお問い合
わせが多いです。その他、支援の内容を含め、ご不明な点があ
ればお答えさせて頂きますのでスタッフまでお問合せくださ
い。担当スタッフに直接聞きづらい場合は、お電話での対応も
可能です。お気軽にお問い合わせください。



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

「はい」と回答された方が87％と多いですが、「どちらともい
えない」「いいえ」と回答された方も13％ほどいらっしゃいま
した。



•「すごくていねいに毎回説明されて助かっている」

•「細かな報告や定期面談等はないのでわからない」

•「週一度の通いだが、話を聞いてくれる」

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

回答：基本的には毎回のお迎え時に、当日の様子だけでなく、
お子さんの発達の状況・課題についてもお話を共有できるよう
にしております。それだけでは不十分な点があると感じられる
場合は、別日に担当スタッフ・他スタッフと面談を行うことも
可能ですので、お申し出下さい。



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

「はい」が約7割と多いですが、「いいえ」も1割を超えるな
ど、不十分だと捉えている方も一定数いらっしゃるという結果
でした。
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※その他２



•「保護者への報告、面談はない」

•「毎回、当日の様子は聞けるが、助言はない」(他１名)

•「保護者側から要望があった時だけでなく、定期的に実施し
ても良いのではないか」

•「毎回のフィードバックとは別に話をする機会が欲しい」

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

回答：助言については担当スタッフにより行える範囲で行って
おりますが、スタッフ間で話し合った上でご提案することも可
能ですので、お気軽にお申し出ください。現状では全ての保護
者の方に対しての定期的な面談の実施は難しい状況ですが、日
時調整の上で、面談は随時行って参ります。こちらも申し訳ご
ざいませんがご希望の際はお申し出頂けたらと思います。



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

「いいえ」が70％程度ですが、実際当法人における父母の会の
活動は認知しておりません。また、保護者会の実施は現在のと
ころ行っておりません。
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※その他１



•「必要性を感じない」(他４名)

•「そのような活動があるのか知らない」(他２名)

•「親の会や情報共有の場があっても良いのかなと思う」

•「親の会のイベントチラシなど置いてもらいありがたい」

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

回答：当法人における親の会は、現状認知しておりません。今
後活動をなさる場合は可能な範囲でこちらも支援致しますの
で、検討される場合はご相談下さい。
保護者会についても、「必要性を感じない」と回答されてい

る方も多く、現在のところ開催する予定はございません。



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

「はい」が53％、「どちらともいえない」が47％でした。「ど
ちらともいえない」とされた方も、「苦情を言ったことがないの
でわからない」という意味で回答された方も多いようでした。
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※その他2



•「苦情を訴えたことがないのでわからない」(他4名)

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
ご意見

回答：契約時にお渡しした重要事項説明書に苦情対応について
は記載がありますが、こちらに改めて記載させて頂きます。
受付担当者は坂井、解決責任者は谷藤です。(受付担当者不在

時は、他の職員にお申し出下さい)
お申し出頂いた際には誠意を持って迅速に対応させて頂きま

すが、当法人だけで収まらない問題とご判断された場合は、東
京都福祉サービス運営適正化委員会(03－5283-7020)までご連
絡下さい。



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

「はい」と回答された方が9割ほどですが、「どちらともいえ
ない」とされた方も1割ほどいるという結果でした。
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•「電話までかけてくれて情報を回してくれて助かっている」

•「毎回終了後にその日の様子等を個々に話を聞ける」

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

回答：毎回のフィードバック時にお伝えできない場合、毎週の
送迎が難しい場合などについては、お電話・メールなどで定期
的に対応させて頂いているケースもございます。ご希望の場合
はご相談ください。



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

「はい」「いいえ」がそれぞれ約28％、「どちらともいえな
い」が約44％で、全体的に保護者の方によってご意見が分かれ
る結果になりました。
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※その他２



•「会報やHPはないが、必要性を感じない」

•「HPは見ていないのでわからない」(他１名)

•「このような活動は行っていないと思う」(他２名)

•「HPもう少し充実させてほしい」

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

回答：お手紙でもお伝えした通り、昨年夏からウェブサイトは開設して
おります(http://aigo21.com/)。しかし、既に当教室をご利用なされて
いる方にとっては、お休みの予定以外に価値ある状況を提示できていな
いというのが現状かと思います。
会報については現在作成しておりませんが、今後作成したいと考えて

おります。



⑭個人情報に十分注意しているか

「はい」が約82％、「どちらともいえない」が18％という結果
でした。
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•こちらについて、保護者の方からのご意見はありませんでし
た。

⑭個人情報に十分注意しているか

世の中の潮流からも、個人情報の保護は非常に重要な問題であ
ると考えております。個人情報の保護について、何かお気づき
の点がございましたらお気軽にお知らせください。



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

「はい」「いいえ」がそれぞれ約36％。「どちらともいえな
い」が約27％という結果でした。現在、緊急時対応マニュアル
など、いずれも作成済みですが、保護者の方への周知徹底が行
われていないという状況です。

※その他２



•「わからない」(他２名)

•「説明を受けていない」(他１名)

•「非常階段や非常口の表示を大きくわかりやすくしてほし
い。窓もなく、出入口狭く、ドアノブ形式で心配」

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

回答：緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マ
ニュアルについては、近日中に保護者の方に確認して頂く所存
です。また、防犯対策として、建物の入り口に防犯カメラの設
置は行いましたが、教室入り口の施錠及び、来室時のインター
ホンの利用などは、お子さま・保護者の方の負担も大きく、現
状難しいかと考えております。



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

「いいえ」が40％、「どちらともいえない」が約43％、「は
い」が17％という結果でしたが、これまで避難訓練などは実施
できていないというのが現状です。

※その他３



•「わからない」(他４名)

•「本人に確認すると訓練等はしたことがないらしい」

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

回答：避難訓練は、東京都・消防署の提示しているガイドライ
ンにより、実施するべきと明示してあります。現状実施できて
おりませんが、来年度は実施する予定です。



⑰子どもは通所を楽しみにしているか

「はい」と回答された方が約95％と非常に多い結果になり、多
くのお子さんにとって、学校・家庭以外での居場所としての機
能を持つことができているのではないかと考えます。



•「毎週楽しみにしている」(他１名)

•「親としてこれが一番大切なことだと感じ、感謝している」

•「落ち着く場所のようだ」

•「子どものその時のメンタルによることがある」

•「好きなことだけやって、やりたくないことはやらない。好
きなようにできるので、嫌がったことはない」

⑰子どもは通所を楽しみにしているか

回答：お子さまが、当教室を楽しみにしているということが一番大切な
ことだと考えております。嫌いなこと、苦手なことに取り組めていない
(取り組ませることができていない)お子さまについても、毎週楽しみに
して来ていただけるところから支援が始まるという側面もあります。支
援内容についてご希望などがあれば、ご相談頂けたらと思います。



⑱事務所の支援に満足しているか

「はい」と回答された方が7割以上いらっしゃいますが、「ど
ちらともいえない」とされた方も約26％いらっしゃいました。
お子さまは来室を楽しみにしているが、それだけでは不十分だ
と考えられている方が一定数いらっしゃるという結果でした。

28

10

0
0

5

10

15

20

25

30

はい どちらともいえない いいえ



•「とても満足している」(他１名)

•「スタッフの皆が一生懸命に頑張っていて頭が下がる」

•「他のデイと違い専門職の方がやっているのが強み。中々高
機能の子の居場所がない中、画期的な取り組みをしている」

•「まだまだ発展途上の部分がある」

⑱事務所の支援に満足しているか

回答：放課後等デイサービスとして事業を始めて2年が経過し
ましたが、未だに改善すべき点が多々あり、今回のアンケート
でそれが浮き彫りになったと感じております。ご協力ありがと
うございました。来年度は常勤の臨床心理士を2名採用し、月
曜日も営業する週7日体制に移行します。そこで定員オーバー
で待機しているお子さまについても対応させて頂く予定です。



今後の目標・方針

•スタッフに対する研修・勉強会を定期的に実施し、専門
性を高めていく。

•来年度中に避難訓練を実施する。

•緊急時対応マニュアル、防犯マニュアルなどの周知徹底
を行う。

•月曜日を開室し、現在待機しているお子さま、通う日数
を増やしたいとお考えの方に対応していく。

•常勤臨床心理士2名を採用し、専門的な支援をより安定
的に行っていけるようにする。



その他・要望など
•「勉強時の声掛けや、やった範囲の確認などもう少し丁寧に
してほしい」

→ 勉強時の声掛けは常に行っておりますが、取り組めていな
いお子さまもいらっしゃいます。行った範囲の確認については
個別的な問題も大きいので、担当スタッフに直接お申し出いた
だけたらと思います。

•「先生と話す時間はあるようだが、子ども同士が話す時間を
あえて作ってほしい」

→ 子ども同士でコミュニケーションを行うことは非常に大事
であると考えております。しかし、その日の構成メンバーに
よっては、無理に話す時間を設定しても、なかなか価値のある
時間になりにくい場合もあります。一度担当スタッフにご相談
頂けたらと思います。



その他・要望など
•「ダイナミックな動きをした時などに備え、可動物の配置
への配慮をしてほしい」

→ ご意見ありがとうございます。ヒヤリハットについては
共有し、活動に合わせた配置を検討して参ります。より具体
的なご意見があれば、スタッフまでお伝え下さい。

•「その日のスケジュールや個々の次週のスケジュールを話
して、優先順位を決めてから活動してほしい」

→ 見通しを持って活動するために、スケジュールは基本的
に固定しております。個別にお子さまとの確認が必要な場合
は、担当スタッフまでお願いします。



その他・要望など
•「計画書にそった活動を入れてほしい。やりたくないで通る
なら、ずっとやりたくないで通すと思います」

→ 計画通りの活動が実施できず、申し訳ありません。お子
さまの反応・状況によっては、計画書に沿った活動は実行で
きないと判断する場合もございます。しかし、活動を嫌がる
状況が続いてしまう場合は、支援計画書自体の見直しが必要
ですので、担当スタッフまでお申し出下さい。こちらから面
談等を設定させていただきたいと思います。


