
令和4年度放課後等デイサービス 保護者等向け評価アンケート 実施報告
1. 実施概要
実施事業者/事業所 株式会社Kaien / TEENS新宿
実施期間 令和4年9⽉29⽇〜11⽉15⽇
回答者 放課後等デイサービス利⽤者保護者 60

①⼦どもの活動等のスペースが⼗分に確保され
ていますか。 ※①に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 41
いいえ 0
どちらともいえない 3

パニックになった⼦が落ち着けるような別室が
あると良い。

⽀援室の横に⾯談室のご⽤意
がございます。
クールダウンが必要なお⼦さ
んにご利⽤いただいたり、⾯
接練習や個別のご相談の場に
活⽤いたしております。

②職員の配置数や専⾨性は適切と感じられます
か。 ※②に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 40
いいえ 0
どちらともいえない 4

まだ通所初めて間もないので、まだ分からない /
活動中を保護者が⾒学するタイミングがないた
め分からない部分もある / どのような活動をして
いるか実際に⾒ているわけではないため、適切
かどうか判断できませんが、今のところ特に問
題は感じていません。 / １０⽉２１⽇より利⽤開
始だったので、まだ何とも⾔えないです。

・コロナ禍以降セッション参
観の機会を休⽌しておりまし
たが、今後改めで実施できる
ように調整、周知させていた
だきます。

③事業所の設備等は、特性に応じた配慮がなさ
れていますか。 ※③に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 35
いいえ 0
どちらともいえない 9

活動中を保護者が⾒学するタイミングがないた
め分からない部分もある / 電球が切れかけてチカ
チカしていたのが、（特性上）落ち着けなかっ
たとの本⼈訴えあり。

・⾒学については、セッショ
ン参観の再開について検討い
たします。
・電球については、8⽉にLED
ライトへの照明交換⼯事を完
了し、不備の無い状態に改善
させていただきました。

回答者数 44

回答率 73.33%

2.  回答結果                                                     

どちらと…
6.8%

はい
93.2%

どちらと…
9.1%

はい
90.9%

どちらと…
20.5%

はい
79.5%



④⼦どもと保護者のニーズや利⽤終了後を⾒据
えた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ますか。

※④に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 42
いいえ 0
どちらともいえない 2

まだ よくわかりませんが、最初に作成してい
ただいたときに、しっかり話を聞いてくださ
り、まとめていただけたので、「はい」にしま
した。

ご回答ありがとうございま
す。今後とも丁寧なモニタリ
ング、ニーズに応じた⽬標や
計画の提案を⼼掛けさせてい
ただきます。

⑤プログラムは定期的に⾒直されていると感じ
ていますか。 ※⑤に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 36
いいえ 0
どちらともいえない 8

机上課題だけでなく指先の練習などもしていた
だけるとありがたいです / ②と同じ理由です

11~12⽉実施のお仕事体験「パ
フォーマー」ではマジックや
バルーンアートなど、⼿先を
動かす体験を実施しておりま
す。
特に⼟⽇は3,4か⽉ごとにプロ
グラムを変更、都度、ブラッ
シュアップを事業者として
⾏っております。

⑥2020年4⽉以降のオンラインによる⽀援の提
供に満⾜していますか。 ※⑥に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 23
いいえ 1
どちらともいえない 20

息⼦⽈く、学習⽀援は現地が良いと⾔ってまし
た。 / 利⽤しておりませんのでわかりません。 /
オンラインはデイサービス⽀援と別の有料なシ
ステムが中⼼となってしまったため残念 / オンラ
インを利⽤していない / ②と同じ理由です

⼼苦しい部分ではございます
が、、
・⾏政の⽅針として、通所利
⽤を原則としたサービスを提
供するよう改めて通知がござ
いました。
・市区町村によってはオンラ
インでの提供が認められない
⾃治体も出てきており、通所
利⽤時のプログラムの充実に
努めさせていただきます。

⑦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はありますか。 ※⑦に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 19
いいえ 7
必要性を感じていない 8
どちらともいえない 10

友達が欲しいというが、不登校で個別指導の場
にしかいっていない為、なかなか出会いがな
く、学校以外で、⼦供同⼠、交流できる場があ
るとよいなと感じています。

平⽇の個別セッションではお
⼦さん主体のコミュニケー
ションが活発な時間帯、静か
な時間帯がございます。
曜⽇や時間にもよりますが、
必要に応じておすすめの通所
時間帯等をご案内させていた
だきます。

どちらと…
4.5%

はい
95.5%

どちらと…
18.2%

はい
81.8%

どちらと…
45.5%

いいえ
2.3%

はい
52.3%

どちらと…
22.7%

必要性を…
18.2%

いいえ
15.9%

はい
43.2%



⑧⽀援の内容、利⽤者負担等について丁寧な説
明がなされていますか。 ※⑧に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 43
いいえ 0
どちらともいえない 1

（ご意⾒無し）

⑨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
できていますか。

※⑨に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 39
いいえ 0
どちらともいえない 5

活動の振り返りについてはメールで報告をいた
だいている。 / 基本的にスタッフの⽅とお話しす
る時間、機会が少ないので、こちらも何をどう
相談すればいいのか、どの程度応えてもらえる
ものなのかがよくわからない状況です。せっか
く繋がれたこの場を私たち親⼦はうまく利⽤で
きているのかな…と少し不安です。

お話のお時間が取れておらず
申し訳ございません。
①個別⽀援計画⾒直しに伴う
モニタリング（半年に1回程
度）、
②ご希望により30分枠で個別
の⾯談の枠
お気軽にメール等でご希望い
ただければ調整させていただ
きます。

⑩保護者に対し、学校や家庭での⽣活、将来を
⾒据えた助⾔等の⽀援が⾏われていますか。 ※⑩に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 32
いいえ 1
どちらともいえない 11

今までこちらから相談をしていないが、必要が
あれば今後相談したい。 / まだそのような段階で
はないのかと思います

親御様のご希望により、定期
的に学校や⽀援機関とやり取
りをさせていただいておりま
すので、お気軽にご連絡いた
だければ幸いです

⑪ペアレントトレーニングや親の会等の開催
は、保護者同⼠の連携や家族に対する⽀援とし
て適切ですか。

※⑪に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 19
いいえ 0
必要性を感じていない 3
どちらともいえない 22

我々（保護者）に参加する時間がないので、判
断できません。すいません。 / まだ参加したこと
がない。 / ⼦供の発達が似た親との交流がした
い。 / コロナ禍で難しいかもしれませんが年に
１〜２回、同じ事業所内で他の保護者とお話し
できる機会があるといいなと思ったります。 / ま
だ参加した事がない / まだ分かりません

・オンラインによる公開保護
者会（TEENS全事業所共通）
を現在継続実施しております
のでよろしければご参加くだ
さい。
・TEENS新宿単独での実施ご
希望についても承知いたしま
した。検討させていただきま
す。

どちらと…
2.3%

はい
97.7%

どちらと…
11.4%

はい
88.6%

どちらと…
25.0%

いいえ
2.3%

はい
72.7%

どちらと…
50.0%

はい
43.2%

必要性を…
6.8%



⑫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
に対応していますか。

※⑫に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 32
いいえ 0
どちらともいえない 12

これも経験がないため判断できません。 / 苦情を
出した事が無いのでわからない / そのような状況
になってません

今後も、不要なご⼼配ない
サービス提供に努めさせてい
ただきます。

⑬保護者や⼦どもに対しそれぞれ個別の⾯談や
アンケートを⾏っているが、思いを伝える場と
して満⾜していますか。

※⑬に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 39
いいえ 1
どちらともいえない 4

こちらの問題ではありますが、アンケートをつ
い送り忘れてしまいます。 / 回答項⽬にどちらと
といえないとありますが、例えば苦情を適切に
対応してるとも⾔えるししてないとも⾔える時
と、そもそも苦情を⾔ったことが無い場合は、
どちらもどちらともいえないの回答にして良い
のでしょうか︖
該当しない場合の選択肢もあるといちいち⼊⼒
せずに助かります。 / まだ分かりません

今後「該当しない」「必要性
を感じない」など、新しい選
択肢を⽤意しより簡便にご回
答いただけるように調整いた
します。

⑭HP定期的に最新情報やメールを通じ、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
信していますか。

※⑭に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 42
いいえ 0
どちらともいえない 2

いつもご丁寧にご連絡頂いております。 / メール
でのお知らせについて、イベントなどもう少し
「何をするか」が具体的にわかるといいなと思
います。⾒通しがつかないと参加が難しいタイ
プなので…。 / とても分かりやすく、助かりま
す。

イベントについて、可能な限
り具体的なご案内に努めさせ
ていただきます。

⑮個⼈情報に⼗分注意していますか。 ※⑮に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答
はい 42
いいえ 0
どちらともいえない 2

以前、郵送事故があった。⾏政側の問題です
が、はやくペーパーレスになると良いと思いま
す。

メール送付やクラウドシェア
など、安全かつ代替的な⽅法
が認められるかは、個別⾃治
体と調整して対応させていた
だきます。

どちらと…
27.3%

はい
72.7%

どちらと…
9.1%
いいえ
2.3%

はい
88.6%

どちらと…
4.5%

はい
95.5%

どちらと…
4.5%

はい
95.5%



⑯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・
説明されていますか。

※⑯に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 38
いいえ 1
どちらともいえない 5

（ご意⾒無し）

⑰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ますか。 ※⑰に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 28
いいえ 1
どちらともいえない 15

⑯、⑰に関しては聞いた記憶がないため、判断
しかねます。 / すみません、把握できていません
/ まだ、⾏われているのか分かりません

2~3⽉、9~10⽉に定期的に防
災訓練の実施期間を設けてお
ります。
最新情報及びセッションのご
報告メールでの周知がメイン
となっておりますが、こちら
もより具体的なご報告を⾏
い、実施策が透明になるよう
にお伝えさせていただきま
す。

⑱⼦どもは通所を楽しみにしていますか。 ※⑱に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答
はい 41
いいえ 1
どちらともいえない 2

話を聞いて頂いてリフレッシュするようです。
今後もよろしくお願い致します。 / teensがでは
なく、うちの⼦はどこでもです。お仕事体験な
ので、楽しみがあるということではないです。
（うちの⼦にしては難易度が⾼め）例えば、頑
張ってお仕事すると報酬があるなど、楽しみが
あると本⼈のモチベーションは変わるのかなと
は思います。親としてはお仕事体験の療育はと
てもありがたいです。 / 毎週楽しみに通っていま
す。毎回いただくセッションのご報告のメール
も、両親共に勉強になっています。 / 勉強の課題
を少しやって残り時間はネットを⾒たりゲーム
をする…という個⼈活動だからか、お友達など
もできず、最近は嫌ではないけど楽しいわけで
はないのような感じです。

・平⽇、⼟⽇、それぞれにご
意⾒をいただきありがとうご
ざいます。
・多くのお⼦様では個別具体
的なニーズがサービスに反映
できているものの、課題達成
に対するサポートが⼗分に
なっていないお⼦様がいらっ
しゃると受け⽌めておりま
す。⼀⼈ひとりの個別課題に
適切にアプローチできるよう
努めさせていただきます。

⑲TEENSにしかできないサービスが提供されて
いると感じますか。 ※⑲に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答

はい 38
いいえ 0
どちらともいえない 6

今後、⼦供が場に慣れてきたら、期待していま
す。 / 時間を計画的に使ったり、報告や挨拶の練
習をする機会になり、怒られることなく「どう
すればいいかな」と考えさせてくれるのは学校
ではなかなかできないことなので、ありがたい
です。様⼦を⾒ていて学校のように緊張してい
ないので、安⼼できる場所なのだなと感じま
す。 / まだ 分かりません

・お⼦様によって安⼼、安全
と感じられるための期間や⽅
法、タイミングが異なってま
いりますので、お⼀⼈お⼀⼈
のコンディションを⾒極めな
がら、サービスを提供させて
いただきます。

どちらと…
11.4%
いいえ
2.3%

はい
86.4%

どちらと…
34.1%

いいえ
2.3%

はい
63.6%

どちらと…
4.5%
いいえ
2.3%

はい
93.2%

どちらと…
13.6%

はい
86.4%



⑳TEENSの⽀援に満⾜していますか。 ※⑳に関するご意⾒があればご記⼊ください 事業所からの回答
はい 42
いいえ 0
どちらともいえない 2

通所の中で同じ趣味の中で⼦ども同⼠のやりと
りがあり、楽しく通わせてもらっています。今
後も⼦ども同⼠で⼀緒に共有する時間がもっと
増えるといいなと思います。  / 2週間ほど前に
参加した際、くしゃみがひどく、早めに帰宅さ
せていただきました。数年前からアレルギー
（花粉、ほこり）がひどく、通年くしゃみをし
ています。特に秋〜春にかけて強く出ていま
す。⽿⿐科に通院しお薬をいただいています。 /
⾃分たちが、⽀援をうまく活⽤できているのか
よくわからないです。

・⾵邪症状については、当社
BCPに基づいた体調確認を
⾏っております。
・アレルギーなど個別具体的
な原因が明確にある場合につ
きましては、ご本⼈への聞き
取り及び親御様とすり合わせ
の上、当⽇のサービス提供継
続を判断させていただきま
す。

3.  事業所考察                                                    
【総評】
・7割を超える⽅にご回答いただけています。多くのご家庭にご協⼒頂けたことに感謝しつつ、引き続きより多くご回答いただけるように、周知や回答⽅法を⼯夫いたします。
・⑳⽀援への満⾜の割合が、90%を超えている点。親御様との⽀援計画の相談・策定やお⼦様ご本⼈との⽬標決めなど、⼤多数のご利⽤者様ではニーズを確認しながら⾏えている⼀
⽅、不⼗分と感じている親御様がいらっしゃると受け⽌めております。少しでも早く、納得感のあるサービスにできるよう、⽬標のすり合わせや、お⼦様ご本⼈へのアプローチ⽅法を
⾒直させていただきます。
・保護者向け、スタッフ向けアンケートそれぞれの共通する項⽬では、幸いにも回答の⼤きなズレは今年度も⾒られていないため、引き続きスタッフ⼀⼈ひとりがお⼦さん、ご家庭に
添ったサポートを継続いたします。

どちらと…
4.5%

はい
95.5%


