保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）
公表：平成31年 2月 22日
事業所名 児童発達支援センター防府市なかよし園 保護者等数
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ

1 れているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか
環
境
・
体
制
整
備

はい
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わからない
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回収数 40
ご意見

割合

78％

ご意見を踏まえた
対応

・利用者数に合ったス
ペースだと思います。
・人数が増え、遊んで
いる所を見た際、走り
回る子もいてぶつかっ
ていた。
・現在何人の子供が利
用しているのかわから
ないので、回答できま
せん。
・20人程度なので十分
だと思います。
・いいと思います！
・確保されていると思
う。
・部屋が2つあり、広さ
もあるのでいいと思う。
・子どもたちの活動ス
ペースには不要な物な
ど置いておらず、しっか
り安全に活動できると
思う。
・十分なスペースがあ
ると思います。

・利用時数が２０名近く
になると一部屋での対
応が困難になるためグ
ループ分けをして部屋
を分けて対応していま
す。又活動スペースに
はできるだけ物を置か
ないように整理整頓に
配慮しています。

・職員さんによくしても
らっているので安心。
・現在何人の子供が利
用しているのかわから
ないので、回答できま
せん。
・十分な人数だと思い
ます。
・未だに何人先生がい
るのか覚えられません
…。すみません…。
・契約人数の増加に伴
い、職員の方の数も増
えるとありがたい。
・担当の職員もきまっ
ていて適切だと思う。
・担当の先生がいつ代
わるわったのか分から
ないので、代わった時
は知りたい。
・担任の先生が代わっ
たり職員の数が少な
い。

・担当職員の急な変更
について、きちんと報
告が出来ておらず申し
訳ございません。今後
は紙面や掲示等でお
知らせしていきます。
・定員20名に対して職
員の配置基準は満た
しています。また職員
は保育士、児童指導
員、公認心理師、看護
師、栄養士等の専門
的資格を取得していま
す。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化さ
れた環境*１になっているか。また、障がい
の特性に応じ、事業所の設備等は、バリア
フリー化や情報伝達等への配慮が適切にな
されているか

30

6

1

3

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境

4 になっているか。また、子ども達の活動に合

35

5

0

0

わせた空間となっているか

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に

5 分析された上で、児童発達支援計画*2が作

39

1

0

0

成されているか

6

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイ
ドラインの「児童発達支援の提供すべき支
援」の「発達支援（本人支援及び移行支
援）」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援
内容から子どもの支援に必要な項目が適切
に選択され、その上で、具体的な支援内容
が設定されているか

児童発達支援計画に沿った支援が行われ

7 ているか
適
切
な
支
援
の
提
供
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・身体を動かす場所、
食事と部屋が別々にし
てあるのでよいと思い
ます。
・適切な環境だと思い
ます。
・いいと思います！
・情報伝達等に関し
て、職員の方の間でア
レルギー（食物）のある
子の情報共有を担当
職員だけに偏らないよ
う徹底して欲しい。
・バリアフリー化はされ
ていると思います。
・清潔にしてあると思い
ます。
・冬場トイレ周りが寒い
ように感じる。
・キレイだし園の周りも
掃除されていて良いと
思います。
・いいと思います！
・少しトイレからの臭い
が、気になる時があ
る。
・トイレなどは築年数も
あり、古い造りになって
いるが、清潔にしてい
る。
・すごくきれいにされて
いると思います。

・生活空間について設
備的には十分なものと
言えませんが工夫や
努力で出来るだけの適
切な環境を提供してい
くよう努力します。
・職員間の情報共有に
ついて全員が一人一
人の情報をミーティン
グや業務日誌等を利
用し把握します。

・子供の事をよく観察し
てくれている。
・そう思います。
・いいと思います！
・きちんとその子にあっ
た内容でできている。
・職員さんの人数が
減ってる気がするんで
すが…。

・常に子どもと保護者
の方のニーズを把握し
支援計画に反映できる
よう努力します。

・子どもにあった支援
内容でよいと思う。
・そう思います。
・その度に話し合う時
間を作って頂いている
ので良いと思う。

・今後も常に情報交換
を行い適切で具体性
のある支援計画を提
供できるように努めま
す。

・子供に合った支援計
画が行われている。
・そう思います。
・計画に沿って出来て
いると思う。
・支援が行われてる部
分とそうじゃない部分
があると思います。

・一人一人の支援計画
について常に保護者
のご意見を聞き取り支
援に繋げられるように
努めます。

適
切
な
支
援
の
提
供

活動プログラム*3が固定化しないよう工夫さ

8 れているか
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5
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2

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流

9 や、障がいのない子どもと活動する機会が

19

2

4

15

あるか

運営規定、利用者負担等について丁寧な説

10 明がなされたか

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援
の提供すべき支援」のねらい及び支援内容
11 と、これに基づき作成された「児童発達支援
計画」を示しながら支援内容の説明がなさ
れたか

保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ

12 ント・トレーニング*4等）が行われているか

35

33
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いて共通理解ができているか

34

3

1

・そのような機会があ
ればよいと思います。
・その機会がないの
で、わかりません。
・4月から幼稚園に行く
ようになりました。
・また、交流のある活
動に参加したことがな
い。
・交流の日に通園しな
いとよくわからない。
・保育園に行って、保
育園の子と遊んで楽し
かったと言ってた事が
あります。

・年に1回、他保育園と
の交流の機会を設け
ていますが今後もっと
交流の機会を増やすこ
とも検討しています。

・そう思います。

・契約時等、より理解を
得られるように分かり
やすい説明を心掛けま
す。

1

4

13

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

13 い、子どもの健康や発達の状況、課題につ

・月、季節ごとで活動
が色々とありとても良
いです。
・たまにしか行かない
が、予定と違う内容で
困ったことがあった。
（子どもの機嫌）
・色々されていて良い
と思います。
・運動会など季節ごと
の行事がありいいと思
う。
・工夫されていると思い
ます。

1

・そう思います。
・こまかく説明してもら
いました。
・まだ参加したことがな
いので分からない。
・個別で特にトレーニン
グなどは、していないと
思う。言語訓練はして
いる。
・茶話会の事ですか？

・ご意見のとおり茶話
会(ペアレントメンター
相談会)のことです。内
容の説明や情報提供
を何らかの機会で行い
たいと思います。

・連絡帳や連れて行っ
た時に色々話させても
らうので、出来ていると
思います。
・バスで会うママさんと
しか話さないけど、いろ
いろと子供の事を話し
合ってます。
・できている。
・連絡帳などで話せて
いると思う。
・子どもたちのことをよ
く見てくれていると思
う。
・割と毎日同じ事を話し
てるような気がします。

・今後も共通理解がで
きるように、ご家庭と連
絡帳や登退園時の情
報交換に努めます。ま
た色々な子どもに関わ
る相談事などについて
も対応できるよう努め
ていきます。

定期的に、保護者に対して面談や、育児に

14 関する助言等の支援が行われているか

25

9

4

1

父母の会の活動の支援や、保護者会等の

15 開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか

保
護
者
へ
の
説
明
等
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2

2
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・面談があった事はな
い。
・いろいろアドバイスし
て頂き、とても助かって
います。
・月に1回摂食指導が
あるので、そこで色々
聞けるので良いと思
う。
・支援員（相談員）さん
に家に来てもらってい
ろいろと相談してもらっ
ています。
・園に行くと普段の様
子、今何ができている
か等の説明をしてくだ
さる。
・連絡帳などで話せて
いると思う。
・定期的に面談はない
気がします。

・定期的な面談は行っ
ていません。必要に応
じて電話や面談での対
応をしています。また
担当相談員とも連携を
とりながら対応してい
ます。

・支援されている。
・茶話会、クリスマス
会、運動会などの会が
あるので色々話しがで
きて良いと思います。
・今は行けなくなってし
まいましたが、茶話会
はすごく楽しかったし勉
強になってました。
・茶話会や講演会など
ありがたく参加してい
る。
・きちんとされている。
・茶話会などで情報交
換など出来ていると思
う。
・保護者会に参加した
事がないので分かりま
せん。

・現在、保護者会や父
母の会は設置していま
せんが年一回総会を
開催したり行事後の茶
話会などを行うことで
保護者同士の交流の
場を設け情報交換を
行えるよう今後も支援
していきます。

保
護
者
へ
の
説
明
等

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、
16 子どもや保護者に周知・説明され、相談や
申入れをした際に迅速かつ適切に対応され
ているか

子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達

17 のための配慮がなされているか

28

32

6
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・とてもよい対応です。
・相談させてもらうと、
すぐに対応して下さい
ました。
・聞いたらすぐに答えて
くれたり、対応が早
かったりするので、良
いと思う。
・子供のやる気もある
けど、先生に「コレがで
きるようになってほし
い」とか「こうなってほし
い」とか言う機会があ
る時に言うと、分かって
もらえるので助かって
います。
・保護者の不安につい
ての解答や依頼事項
について迅速に対応し
ていただいた。
・言語訓練の部屋が汚
れ気になるので、改善
するか部屋を変えて欲
しい。
・職員の数を確保して
欲しいと思いますが、
これは迅速に対応する
のが難しいと思う。
・たいていの事は対応
してもらってると思いま
す。でも、対応してもら
えない事もあります。

・保護者の方との会話
の機会を増やし相談等
にはその都度、迅速に
適切に対応していくよ
う努力していきたいと
思います。
・言語訓練の部屋につ
いては配慮が足りず申
し訳ございません。環
境美化に努めていきま
す。

・年度途中で担当の先
生が変更になった時
は、ひと言で良いので
お知らせして頂きたい
です。
・通園日が少ないから
と確認や伝達をそちら
の都合でされないのは
どうかと…。
・多分されていると思い
ます。
・その都度先生から教
えてもらえてよくわかり
ます。
・されている。
・先生達は、いい事し
か伝達してくれない事
が多いので、泣いたり
本人が嫌がったりした
事も伝えて欲しいで
す。

・年度途中での担当変
更については、その都
度お知らせが出来てお
らず職員の退職や異
動で大変ご迷惑をお掛
けしております。
・伝達事項について
は、きちんと連絡が伝
わるように徹底してい
きたいと思います。
・日々の様子について
は、普段と変わったこ
となど伝えていけるよ
うに配慮します。

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
18 に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信されているか

個人情報の取り扱いに十分注意されている

19 か

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
20 知・説明されているか。また、発生を想定し
た訓練が実施されているか。
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非常災害の発生に備え、定期的に避難、救

28

2

1

・ホームページに行事
などを今後は掲示し情
報提供、情報公開に努
めていきたいと思いま
す。
・自己評価表の結果は
保護者の方へ紙面に
て報告すると共に施設
内にも掲示します。

・注意されていると思
う。
・注意されている。
・写真などの時は、少し
気になる時がある。
・されてると思います。

・個人情報(氏名や写
真など)の取り扱いに
ついては今後も慎重に
行ってまいります。保
護者の方が不安を生じ
ないように言動などに
も気を付けます。

・防犯マニュアルは知
りませんが、緊急時？
の対応として、脈をは
かる？機械？を買わ
れたと聞いたことがあ
るので、安心して預け
られます。
・子供も訓練などしてい
るので大丈夫だと思
う。
・子どもたちは行なって
いるが、保護者として
はどう行動したら良い
かわからないので、手
順や方法をプリントな
どで良いので知りた
い。
・行事予定で避難訓練
がある事は知っていま
す。
・避難訓練をされてい
るので、良いと思いま
す。
・わかりません…。
・避難訓練等あるか分
からない。
・子どもたちは行なって
いるが、保護者として
はどう行動したら良い
かわからないので、手
順や方法をプリントな
どで良いので知りた
い。
・行われてると思いま
す。

・各種マニュアルは策
定しておりますが、保
護者の方への説明が
不十分なため今後、説
明の機会を設定した
り、プリントを配布して
いきます。

4

9

非
常
時
等
の
対
応

21 出、その他必要な訓練が行われているか

・行事にあまり参加で
きていませんが、色々
されているみたいなの
で良いと思います。
・ホームページまたは
メールなどで緊急連絡
など情報提供があると
ありがたい。
・発信されている。
・園だよりなどで発信さ
れていると思う。
・会報って言うのは「な
かよしだより」の事です
か？ホームページを見
てないので、分かりま
せん。

8

・毎月１回、火災、地
震、不審者などテーマ
を決めて避難訓練をし
ています。
・災害時等のマニュア
ルや避難訓練につい
て内容や状況を理解し
ていただけるように情
報提供に努めます。

22 子どもは通所を楽しみにしているか

満
足
度

31

5

1

3

・園に着くと部屋に向かっ
てまっしぐらです。
・登園が楽しくてしかたな
いようで、登園日はいつも
より準備もお着替えもサ
サッとできます。私も何か
あった時は、こちらの先生
方に相談できると思うと、
とても安心して子供とすご
せます。いつもありがとう
ございます。
・最初は泣いていました
が、今では親を見ずにス
タスタ入っていく姿を見
て、楽しんだろうなと思っ
て、とても感謝していま
す。
・月1回、長期休みは多め
にお世話になってて、そ
の前日は楽しみと興奮し
てます。
・毎回通うたびに楽しく過
ごせており笑顔も多い。
・とても楽しみにしている。
・幼稚園との併用で少しと
まどう時もあるが、楽しそ
うにしていると思う。
・とても楽しそうに通園し
ています。
・園に行ってしまえば楽し
いみたいですが、嫌な事
がちょっとでもあると「行
かない」「行きたくない」と
言います。

・楽しく通所できるよう
に今後も魅力ある、興
味の持てる活動内容を
提供できるように努力
してまいります。

満
足
度

23 事業所の支援に満足しているか

33

5

1

1

・子供が良い方向に成
長している。
・親身になって話を聞
いて下さり感謝してい
ます。
・偏食があるのに、さら
に大人向けの昼食メ
ニューなので、全く食
べれないメニューがあ
る。
・登園が楽しくてしかた
ないようで、登園日は
いつもより準備もお着
替えもササッとできま
す。私も何かあった時
は、こちらの先生方に
相談できると思うと、と
ても安心して子供とす
ごせます。いつもあり
がとうございます。
・良くして頂いているよ
うで、満足です。ただ、
キャンセル料をもう少し
安くして頂けたら嬉しい
です（笑）
・帰ってきて「楽しかっ
たよ」と言ってるので、
本人が満足してるのが
1番なのでそれでいい
と思います。
・とても親切に対応して
いただいており、満足。
・子供の成長が感じら
れ満足している。
・通園のバスのタイヤ
がツルツルで、雨の日
など気になる。
・バスのタイヤで溝が
すり減っているように
思います。交換や点検
などはされているので
しょうか？バスについ
ているチャイルドシート
なのですが、子どもの
体動で浮いているとこ
ろを何度が見かけまし
た。安全の為に今一度
確認をお願いします。
・満足出来る事と、出
来ない事があります。

*1 この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすること。
*2 児童発達支援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。児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理
責任者が作成する。
*3 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。
*4 保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶこと。子どもが適
切な行動を獲得することを目標としている。

・給食については隣接
する成人施設厨房(外
部委託)からの提供で
ご希望に添えられてい
ないこともあり申し訳な
く思います。毎月の給
食会議にて献立内容
の要望を挙げています
が、今後も子ども向け
メニューを取り入れる
よう調整していきます。
・送迎車両については
一年点検等、受けてい
ますが、タイヤについ
て安全運転管理者を
通じて整備します。
チャイルドシートの装
着について各職員で
周知徹底します。
・「通園が楽しかった」
との感想が頂けるよ
う、利用児、保護者の
皆さまの声に耳を傾け
支援、対応ができるよ
うに努めてまいりま
す。

