
公表：令和 4 年 3 月 1 日

事業所名　レジリエンス・スポーツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）158名　　　回収数　128名　　割合　81％

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見

ご意見を踏まえた
対応

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

128 0 0

・オリジナルの手作り道具を
使って身体づくり、スポーツが
できて、スポーツが身近に感じ
る。
・新しい施設で、環境も変わり
新鮮味がある。
・移転してからとても広くなって
良かったです。
・クラブが移転し、さらにスペー
スが十分に確保されている。
・新しくできたレジスポクラブも
気持ちよい環境が作られてい
ると思います。
・前よりも広くなってすごく満足
してます。
・移転してひろびろとしたので、
とても良いです。

嬉しいお言葉ありがとうござい
ます。今後もコロナ対策（レッス
ン前後の消毒、及び換気、検
温）を継続して行いながら、楽
しく活動ができるようにしていき
ます。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 126 2 0

・子1人に先生方が4人？の多
過ぎの時もあり！
・得意、苦手なものを把握して
個別にあった活動を行い、やる
気を出させている。

・とび箱を練習する時の補助が
気になります。月刊レジスポに
かいてあったように安心安全に
できるようにしてもらいたいで
す。

・職員研修や外部研修を通し
て補助の仕方も含め、スキル
アップに努めてまいります。

・レッスンの振り返り、チュー
ターの方法も話し合って改善し
ていきます。

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

98 28 2

・トイレ隣の手洗い場の段差が
気になる。
・駐車場の入り口の溝にガッタ
ンってなる。

・、利用者様のニーズに合わせ
て、スタッフによる対応をさせて
いただきます。
・トイレ、駐車場の溝に関して
は早急に対応致します。

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*1が作成されているか

125 2 1 細かく作成されていて良い。

5
活動プログラム*2が固定化しないよう工夫さ
れているか

125 2 1 3回なのでわからない。
今後も様々な要素の運動を提
案していきます。

6
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
がいのない子どもと活動する機会があるか

52 54 22

・計画はされていたが、コロナ
で長引いていた。次年度に期
待したい。ぜひ、参加してみた
い。
・まだないので、今後できたらう
れしいです。・入会して間もない
のでわからない。
・参加したことはないが、ホーム
ページで活動の様子を見て、参
加させてみたいと思う。
・KUMONやスイミングに通って
いる。
・3回なのでわからない。
・個別指導なので。
「いいえ」は私たちからの希望
です。
・参加した事がないのでわから
ない。

・今後、必要に応じて開催して
いければと思います。
・今年度からスタートしたサー
クルでは受給者証を持ってい
ないきょうだい、いことも受け入
れています。今後は地域の方
も参加できるように対象を拡大
していく予定です。
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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）



チェック項目 はい
どちらとも
いえない いいえ ご意見

ご意見を踏まえた
対応

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

128 0 0

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

123 5 0

・家庭や学校で気になる様子が
みられた時は常に相談し、アド
バイスをいただいたりしていま
す。
・先日は会議の参加と助言等を
ありがとうございました。

・3回なのでわからない。
・まだ通いたてでわかりませ

今後も、日頃から保護者さんと
話しをし、利用者様の現状に
合わせて、適切な支援につな
げていきます。

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

106 18 4

・先生方の対応の仕方も勉強
になります。
・できたらお願いしたいです。
・3回なのでわからない。
・まだ通いたてでわかりませ
ん。

来所時のご相談の他、ご希望
の方には面談、相談のご予約
も承っております。ご気軽にお
問い合わせください。

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

96 28 4

・交流会はぜひ参加したいと
思っています。
・父母の会の連絡はあるが、参
加したことがないのではっきり
わからない。
・3回なのでわからない。
「いいえ」は私たちからの希望
です。
・コロナで今はできないと思う
が、いずれできたらうれしい。
・なかなか保護者会に参加でき
ないですが、話した内容をお知
らせで知れて参考になっていま
す。

毎月、テーマを変えて保護者
懇談会を開催しております。
WEB予約以外でも来所時や電
話などでもご予約可能ですの
で、興味のある方は是非ご参
加ください。また、参加できな
かった方のためにブログなどで
情報を発信提供をしていきま
すので、そちらも併せてご確認
ください。

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

101 27 0

・クレームを出したことがないた
め、対応が迅速かどうかは不
明（くれーむは全くありませ
ん）。
・LINEとか、空き情報だったり知
らせてくれるので助かります。
・苦情はないのでわからない。
・3回なのでわからない。

皆様から頂いたご意見につき
ましては、月刊レジスポやブロ
グ、掲示をするなど公表してお
ります。気になる点がございま
したら、各レッスン室にあるご
意見箱を活用していただくか、
職員にお申し出ください。

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

128 0 0

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

125 3 0

・3回なのでわからない。
・月刊レジスポやフェイスブッ
ク、インスタなど情報発信を通
して行事予定が確認できて助
かっています。
・ＬＩＮＥで次回の予約開始日時
の連絡が来たり、前日に時間
の連絡があってすごく助かって
います。

会報=月刊レジスポを毎月発
行
、ブログやＬＩＮＥ、Instagramで
の発信も今後も行っていきま
す。

14 個人情報に十分注意しているか 126 2 0
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チェック項目 はい
どちらとも
いえない いいえ ご意見

ご意見を踏まえた
対応

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

101 26 1

・実際、マニュアルを確認したこ
とがないため、よくわからない。
・3回なのでわからない。
・聞いたかもしれないが、覚え
ていない。

各マニュアルにつきましては、
いつでも閲覧できるようにHP
等の掲載を準備中です。今後
は、防犯・防災訓練の機会に
各マニュアルを全職員で見直
し、必要に応じて更新して保護
者の皆様にも周知、説明させ
ていただきます。

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

79 46 3

・参加したことがない。
・3回なのでわからない。
・通いたてでわかりません。
・参加したことがないのでわか
らない。

年に2回実施しています。今後
も、事前に協力をお願いする
かもしれません。ご協力お願い
します。また、実施報告をブロ
グ等で発信していきます。

17 子どもは通所を楽しみにしているか 122 6 0

・とても楽しみにしています
・モチベーションをいつも上げて
くれるので、すごく楽しそうに活
動できている。
・デイサービスの利用日数が
減ったので、少し物足りないみ
たいです。残念がっていまし
た。
・3回ですが、笑顔が増えるなど
良い変化が見られる。
・行く日を楽しみにしています。
・とても楽しいようです。
・いつも理解ある対応を頂きあ
りがとうございます。月2回の通
所ですが、本人とても楽しみに
通えています。
・いつも楽しく参加しています。
ありがとうございます。
・とても楽しんでいます。たくさ
ん褒めてもらえて自信になりま
す。
・スタッフの方がいつも明るく楽
しく声かけしてくれるので、毎回
楽しそうです。
・とても楽しみにしていて、運動
が好きになっています。

・段々、なぜ通っているのか？
疑問を持ち始めている。

たくさんのお褒めの言葉ありが
とうございます。今後も職員一
同尽力してまいります。

18 事業所の支援に満足しているか 125 3 0

・とてもありがたく思っていま
す。
・引き続き、お力添えの程、よろ
しくお願いします。
・いつも楽しく参加しています。
ありがとうございます。
・個人の特性を理解し、対応し
て下さることで落ち着いて活動
しています。いつもありがとうご
ざいます。
・子どもがわかりやすように
言ってくれて私もすごく勉強に
なります。

・18：00の個人枠を設定してほ
しい。
・もっと月の利用回数を増やし
てほしい。

・今後も満足していただけるよ
う、職員一同尽力してまいりま
す。

・貴重なご意見ありがとうござ
います。18時の個人枠や利用
回数につきましては検討させ
ていただきます。

*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。

*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。
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