
放課後等デイサービス 保護者アンケート結果 

 実施期間 平成 30 年 1 月 4 日 ～ 平成 30 年 2 月 3 日 

 回収率 63.8％ 30 名／47 名   有効回答率 59.6％ 28 名／47 名（2 名記載漏れ） 

ご意見 対応 

項目 1～3について 

・施設の場所、駐車場、建物

の作り、車椅子には大変。 

・ほかの施設と違って中が見

えないため、最初は入るのに

少し緊張した 

・トイレ等の広さが十分では

ない。床でのトイレ介助は寒

そう。 

・手作りおやつ時の衛生面に

ついて少し心配がある。 

・たたみの部屋でのオムツ交

換について→パソコン側にも

カーテンがあるとよい。 

項目 4～5について 

・土曜日、毎週利用できると

うれしい。 

・土曜はほぼ満員で、利用で

きないのが残念。 

・放課後～17:00はとても良

い 

・17:30までだと良い 

・平日は良いが、長期休みは、

1日利用したい 

項目 1～3 について 

施設の環境においては、今後、

新規の建物を建設予定のた

め、今回の意見を参考にして

いきたいと思います。また、

現状で改善できることに関し

ては整備していきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

項目 4～5 について 

土曜日の利用に関しては、希

望通りお受けできない日もあ

り、ご迷惑をおかけしており

ます。今後、利用形態の変更

も視野に入れて検討中です。

利用時間の延長、長期休みの 1

日利用に関しては、人員配置

なども関係するため、今後の

検討課題とさせて頂ければと

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

１．施設は入りやすい雰囲気であると思いま

すか

２．衛生面・安全面の管理は十分になされて

いると思いますか

３．お子様が活動するのに十分な環境だと思

いますか

４．現在、施設の営業日は平日、奇数週の土

曜日ですが、適切だと思いますか

５．現在の利用時間（９：００～１７：０

０）は、適切だと思いますか

６．スタッフの配置数は十分だと思いますか

７．ＯＴ・ＳＴ・心理士・児童指導員・保育

士がいますが、お子様とかかわる職種として

十分だと思いますか

８．事業所の設備等は、在宅での生活に近い

環境で普段の練習の場になっていると思いま

すか

環境・体制整備について（保護者 放デイ）

はい

(適切である)

どちらともいえない いいえ

(適切でない)

なし



 

 

項目 6～8について 

・職種としては十分すぎるく

らいだが、職種性がもっと生

かされるとよい。 

・看護師もいたらもっと安心。

OT、STがいて助かる。PTもい

たらうれしいが。 

・身体を動かせる子たちには

良い。 

思います。 

 

項目 6～8 について 

職種に関しては、今後新規の

事業の際に再検討をしてきた

いと思います。現状でもそれ

ぞれの職種を活かした関わり

ができるように改善していき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ご意見 対応 

項目 9 について 

・子どもをとてもよく理解され

ていると思う 

項目 10～14 について 

・記載なし 

項目 14 について 

・工夫はされているとは思う

が、マンネリ化している。 

項目 15 について 

・忙しい中で一人一人を見てく

れていると思います。 

項目 16 について 

・ちょうどよいです。 

項目 17 について 

・とても楽しみにしている。 

・時々、もの足りないときがあ

る様子。 

・泣くこともあるが、楽しんで

いると思う。 

項目 14、17 に関して 

貴重なご意見ありがとうご

ざいます。小集団を活かしな

がら個々の目標を達成でき

るプログラムの組み方、時間

配分など、スタッフ間で話し

合いながら、継続して検討し

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

９．お子様とご家族のニーズや課題が客観的

に分析された上で、支援計画が作成されて…

１０．作成した目標に向けた支援がなされて

いると思いますか

１１．一人一人の個性に合わせた支援がなさ

れていると思いますか

１２．地域に出かけたり、当事業所以外の人

たちとの交流を積極的に持っていると思い…

１３．ねらいを持った活動を行っています。

個々の課題の改善やスキルを伸ばすことに…

１４．活動のプログラムは工夫されており、

適切だと思いますか

１５．ＯＴ・ＳＴ・心理士・児童指導員・保

育士がいますが、それぞれの職種の特性が…

１６．支援計画の見直しを、半年ごとに面接

を実施して行っています。半年という頻度…

１７．お子様は、楽しんで施設に通われてい

ますか

ご家族への説明等（保護者 放デイ）

はい

(適切である)

どちらともいえない いいえ

(適切でない)

なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見 対応 

項目 18～21 について 

・幼少期からリハビリをしてい

る OT がいたので安心して通う

ことができる。 

・とても親身にお話しできてい

る。 

・迎えの時に活動や出来事を教

えてもらえる。家での様子も伝

えるようにしている。 

 

項目 22 について 

・まだ利用開始したばかりで良

くわからない 

・ゆっくりと話すことができな

いので、交流を目的としたイベ

ントがあるとうれしいです。お

母さん方とも仲良くなりたいで

す。 

 

項目 23 について 

・自宅でできた小さな傷なども、

よく気づいて声掛けしてもらっ

ている。 

・その状況になったことがない

ため、何とも言えません。 

 

項目 18 から 21 について 

その日の活動の様子だけでな

く、活動のねらいや目的を含

めてお伝えし、ご家庭や学校

での様子等も共有しながら関

わっていきたいと思います。 

 

 

 

 

項目 22 について 

年に数回、勉強会や茶話会を

行なっています。また、親子

で参加するレクリエーション

も実施しています。今後は親

御さんの交流を目的とした機

会も検討していきたいと思い

ます。 

 

項目 23 について 

活動中の怪我に関しては、そ

の時の状況、どうしてそうな

ったのかなど、その時の起き

た事実をできるだけ明確に伝

えていくように心掛けていま

す。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１８．利用の際に、施設の概要、方針、支

援内容等について丁寧な説明がなされまし

たか

１９．日頃からお子様の状況をご家族と伝

え合い、お子様の発達の状況や課題につい

て共有できていますか

２０．ご家族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

行っていますか

２１．日ごろの活動のねらいや目的が説明

されていますか

２２．勉強会や保護者会などご家族同士の

交流の機会があると思いますか

２３．お子様が活動中にけがなどをしてし

まった場合の状況説明とけがへの処置が適

切にされていると思いますか

２４．お子様・ご家族からの苦情につい

て、対応の体制を整備し、利用者に周知・

説明し、苦情があった場合に迅速かつ適…

２５．定期的に会報やホームページ等で、

活動概要や行事予定等の情報をお子様やご

家族に公開していると思いますか

２６．個人情報に十分に注意していると思

いますか

適切な支援の提供・満足度について（保護者 放デイ）

はい

(適切である)

どちらともいえない いいえ

(適切でない)

なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見 対応 

意見なし 非常時の項目ごとにマニ

ュアルの作成を行ってい

ますが、公表はしていなか

ったため、今後、保護者の

皆様にも提示していきた

いと思います。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

２７．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、対

応の方法がご家族に周知・説明されている

と思いますか

２８．非常災害の発生に備え、定期的に必

要な訓練が行われていると思いますか

２９．お子様が、緊急に配慮を要する状態

（アレルギーや発作など）となった場合の

対応をスタッフと共通理解できていると思

いますか

非常時等の対応（保護者 放デイ）

はい

(適切である)

どちらともいえない いいえ

(適切でない)

なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見 対応 

項目 30、31 について 

・とてもやさしいです。いつも助け

てもらったり、相談にのってもらっ

て助かっています。 

項目 31 について 

気軽話しかけられないよ

うな表情や動きをしてい

ることが多々あると思い

ますので、常に話しかけて

頂ける雰囲気を意識して

いきます。 

項目 34 について 

電話を受けるまでにお待

たせしてしまったり、対応

が不十分な時があるかと

思います。相手の立場に立

った電話対応を心掛けて

いきます。 

94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

３５．配布物（おたよりや行事のご案内等）…

その他 （保護者 放デイ）

はい

(適切である)

どちらともいえない いいえ

(適切でない)

なし

94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

３０．スタッフはご家族からの質問に対

して親身になり、責任をもって対応し…

３１．スタッフに対し、普段から気軽に

相談できる雰囲気になっていますか

３２．スタッフの言葉遣いは適切ですか

３３．スタッフの身だしなみは清潔感が

ありますか

３４．スタッフの電話対応は丁寧にでき

ていますか

接遇について

はい

(適切である)

どちらともいえない いいえ

(適切でない)

なし



ご意見 対応 

①小学部だけはなく、中学部、高等部も利用したいです。 

②肢体不自由児、その中でも重複障がいで医療的ケアのある小学生の親です。ゆえに利用

できる事業所は会津若松市内でも現在はふらっぷさんと、コパンクラージュさんの２か所

のみです。「療育」という部分においては、専門スタッフが多数そろいほかの事業所にはな

い特性も、ふらっぷさんの強みだと思っています。竹田病院が母体ですので、医療的ケア

においても安心して子どもをお任せできます。このような子どもたちが行き場を失わぬよ

う、また十分な療育の場として楽しんで通うことができるよう、長期的な療育をふらっぷ

さんに強く強く切に望んでおります。 

③ふらっぷさんになかなかなじめず、このままでいいの？子供にとっていいの？と思って

いました。親にとっては、学校の授業内容だったり支援の方法だったりが専門的な面から

アドバイスがもらえるのでとても心強いと感じます。こどもは、個別の支援で「できる」

「やれる」気持ちがとてもでてきたので、ふらっぷ利用してよかったと思います。 

④日々の活動内容を毎回説明していただきどんなことをしてきたのかが良くわかります。

勉強会（中学の選択も悩みますので、相談できる機会があればと思います）、イベント等が

あって、子どもと一緒に参加できたり、他の保護者の方とも話す機会があったりするのが

楽しかったです。おやつ作りも楽しくさせて頂いていつも張り切って出かけていました。 

⑤活動の中に日常生活に必要なものを取り入れてくださり、生活能力をつけることもでき、

とてもありがたく感じています。 

⑥ただ放課後、お預けをお願いするではなく、目的に沿った活動をしてくださっているの

はとても心強いです。何よりふらっぷへ行くのをとても楽しみにしている姿が全てを表し

ているなと感謝しています。 

⑦いつも利用日は、とても楽しみにして過ごさせていただいております。竹田病院小児科

の Dr、リハビリ科などと「ふらっぷ」が連携して下さっているので、とても安心できます。

ありがとうございます。ふらっぷの先生方、お友達との関わりが、子どもにとってすごく

プラスになっていて、成長を感じております。 

⑧対応、接し方など気を遣わず、そして私たちに合わせてお話ししてくださるので、学校

の先生方や支所の見守りの先生方よりたくさんお話ししてしまいます。悩んでいることを

①、②について 

有難いご意見ありがとうございます。現在、新規事業に向けて検討

しているところです。段階を経ながら、徐々に事業の展開を図って

いきたいと考えていますので、ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩について 

大変有難いご意見ありがとうございます。目的を持った活動や生活

の中での役割の機会など、小集団活動を活かしながら個別の目標に

沿ったものを提供していけるように、今後もスタッフ間で話し合い

を持ち継続して取り組んでいきたいと考えています。また、ご家族

との関わりを大切にしながら、関係部署との連携も図っていきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         作成日：平成 30 年 3 月 26 日 

相談するとアドバイスをくれたり、一緒に考えてくれたり、母や子もに自信につながって

います。 

⑨活動内容は工夫はされていると思いますが、内容が似た内容でマンネリ化している。外

に出かけることもなくなった。夏は外でプールの活動をするがそれ以外は室内の活動が多

い。冬は雪が積もれば外で雪遊びをするが、遊ぶには庭がせますぎると思う。駐車場とな

っているところをもう少し整備できたら、外で遊ぶ場所として使えるのでは？ 

⑩いつも大変お世話になっております。普段家ではなかなかやらないこともみんな（ほか

の子どもたち）と一緒に行うとできたりするので、すごくありがたいです。 

⑪利用人数も多く、動ける子だけでなく、車椅子の子もいるので、バリアフリーになった

らいいなと思ったりもします。または、２つに分けるとか。でも、いろいろな子たちと関

わることができるので、別々でなくてもいいと思っています。ただもう少し広いといいの

かなと。駐車場も広いと有難いです。 

 

 

 

⑨について 

貴重なご意見ありがとうございます。毎回継続して行うことで積み

重ねていける活動と、子どもたちが毎回新鮮さを感じて楽しめる活

動等、バランスよく組んでいけるように検討していきたいと思いま

す。また、季節の変化を感じてその時期にしか行えない外遊び等も

内容を変化させながら組みこんでいきたいと思います。外遊びの環

境も現在ある部分を工夫しながら使えるように活かしていきたい

と思います。 

 

⑪について 

入口の狭さ、段差などいつもご苦労をおかけしてしまい、大変申し

訳なく思っております。現状では人の力でしか対応できない部分も

ありますが、今後、新規の建物になる際には、考慮していきたいと

思っております。部屋の広さ、駐車場の確保なども検討課題をして

取り上げていきます。 

 

 


