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：令和2年 2月 1日
事業所名 児童発達支援センター防府市なかよし園 配布数

55

回収数 41

割合 74.5％

ご意見
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確

1 保されているか

職員の配置数や専門性は適切である

2 か

はい

35

32

どちらとも
いえない

6

7

いいえ

0

0

わからない

1

・子ども達が室内で走り
まわっているのを見る
と、少しせまいのかなと
思う時があります。
・20人程度で十分なス
ペースがあると思いま
す。

3

・職員の専門がわから
ない。
・外部からも先生がい
らっしゃり、色々な事を
きちんと学べれていると
思う。
・新しい職員さんが入ら
れてもよく分かりませ
ん。お便りなどで紹介し
て欲しいです。
・職員1人に対しての子
どもの人数が多いか
な？と思う気がします。
・もう少し人数の確保を
した方が良い。例えば、
食事の際など人の手が
いる時間がある時は、
パートなどで２～３時間
で勤務してもらうなどし
て負担を軽減する必要
があると思う。

2

・入口は階段なので、完
全なバリアフリーとは言
えない気がします。
・玄関の門が引き戸な
のでバリアフリーとは言
えない。車いすやベ
ビーカーなどを使用する
際不便。せめてスライド
にするべき。
・活動する場所と食事
の部屋が別々にしてあ
るのでよいと思います。

1

・子供の活動スペース
へ、トイレの臭いがして
いるのが気になる。
・建物が古い。トイレが
臭う。
・感染症予防対策や透
明な袋などで自分の持
ち物がすぐわかるように
している。
・いつもキレイにされて
いると思います。
・古い造りだが、先生方
の清潔、整頓のおかげ
で綺麗な状態が保たれ
ている。

環
境
・
体
制
整
備
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、
3 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

31

7

1

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる

4 環境になっているか。また、子ども達の
活動に合わせた空間となっているか

37

4

0

ご意見を踏まえた
対応

・利用児数が２０名近く
になると一部屋での対
応が困難になるため部
屋を分けて対応してい
ます。又整理整頓に努
めています。

・職員の変更について、
報告が出来ておらず申
し訳ございません。園だ
よりや園内掲示等でお
知らせしていくよう心が
けます。
・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。

・右側奥のスロープを利
用して頂けるよう、周囲
の環境整備に努めま
す。
・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。

・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。
・排水溝の掃除を増や
し、臭い対策に努めま
す。

子どもと保護者のニーズや課題が客観
5 的に分析された上で、児童発達支援計
画*2が作成されているか

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」
6 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

適
切
な
支
援
の
提
供

児童発達支援計画に沿った支援が行

7 われているか

活動プログラム*3が固定化しないよう工

8 夫されているか
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2

2

7

0

0

0

0

0

・常に子どもと保護者の
・子どもの事をよく観察 方のニーズを把握し支
されている。
援計画に反映できるよ
う努力します。

2

・子どもにあった支援内
容でよいと思います。
・地域支援に対しては
少し足りないと思う。な
かよし園が中枢となり、
他の発達児童支援の専
業社と共に障がい児の
特性や対応を考えてい
く必要がある。地域の幼
稚園や保育所の職員や
保護者を対象に、障が
い児の特性や対応、ペ
アレントメンターの活動
等をPRする必要があ
る。また、地域協働支援
センターなどとも協力
し、なかよし園に行かな
くても、相談できる場が
増えると良い。

・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。
・地域支援については
今後の課題です。地域
で協力しながら支援の
幅を広げて行けるよう
関係機関との連携を密
にし、取り組んでいきま
す。

1

・言語訓練等の日数を
増やしていただけると嬉
しいです。（言語に関し
ての症状の子どもが多
いため）
・子どもに合った支援計
画が行われている。

・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。

3

・ままごとが多い気がす
る。
・自由に遊んでいること
が多い気がするので、
指先の動き等使う、創
作活動等が増えたら嬉
しいです。
・予定を見る限りは、固
定化されてないと思い
ますが、予定変更で同
じことをする日が多い時
があるかな？と思う時
があります。
・色々な活動がありとて
も良いです。

・自由遊びにより、自分
で遊びを考える力や子
ども同士での関わりが
増えることもねらいとし
ています。創作活動等
の設定保育も取り入
れ、バランスよく活動で
きるように努めます。

10

・今年度は2回、他保育
所と幼稚園との交流の
・交流はあまりない様に 機会を設けました。安全
思えます。
面に配慮しながら、交
流の機会を増やすこと
も検討しています。

0

・説明されています。

・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。

3

・支援計画の内容をよく
説明して頂きました。
・計画書作成の時にくわ
しく説明を受けていま
す。

保育所や認定こども園、幼稚園等との

9 交流や、障がいのない子どもと活動す
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4

1

る機会があるか

保
護
者
へ
の
説
明
等

運営規定、利用者負担等について丁寧
10 な説明がなされたか

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
11 支援内容と、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

39

36

3

3

0

0

保護者に対して家族支援プログラム（ペ

12 アレント・トレーニング*4等）が行われて

22

8

0

12

・行われていていいと思
います。

0

・茶話会の機会が少な
いので、日にちが限定
され、参加できないこと
が多い。
・連絡ノートにきちんと
書いてくれるので園の
様子がわかりやすい。
・送迎時や連絡帳で活
動の様子などを共有し
理解できていると思いま
す。
・保育士さんによってと
ても伝えて下さる方とそ
うでない方がいる。

・今後も共通理解ができ
るように、連絡帳や登園
降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。
・保護者への連絡につ
いては、各職員で周知
徹底します。

2

・共働きのため、面談が
あまりできない。
・機能訓練や言語訓練
等、専門の先生からの
助言等を職員を通して、
もっと親に知らせて欲し
いです。
・連絡帳などで話せてい
ると思います。

・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。
・専門の先生からアドバ
イス頂いた時には、お
伝えするようにします。
事前にご連絡の上、直
接聞きに来ていただくこ
とも可能です。

5

・イベントなどの後に、
茶話会を設けてくるので
参加しやすい。
・茶話会の参加者が固
定になってきているの
で、新しい方の参加が
あると、また違う意見が
聞けるかな？と思いま
す。
・父に対しては不足。

・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。

1

・こちらからのお願いに
関しては、迅速に対応し
ていただいており、その
後のフォローをされてい
ると思います。
・相談するとすぐに対応
して頂きとてもよいで
す。
・なかよし園の周知に関
しては不足。

・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。
・周知については、今後
頑張っていきます。

いるか

日頃から子どもの状況を保護者と伝え

13 合い、子どもの健康や発達の状況、課

36

6

0

題について共通理解ができているか

保
護
者
へ
の
説
明
等

定期的に、保護者に対して面談や、育

14 児に関する助言等の支援が行われてい

32

7

1

るか

父母の会の活動の支援や、保護者会

15 等の開催等により保護者同士の連携が

29

4

1

支援されているか

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
16 とともに、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

34

4

0

子どもや保護者との意思の疎通や情報

17 伝達のための配慮がなされているか

保
護
者
へ
の
説
明
等

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
18 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されている
か

個人情報の取り扱いに十分注意されて

19 いるか

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
20 護者に周知・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。
非
常
時
等
の
対
応
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0
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0

0

2

・次の月の予定などを
立てるため、利用できる
日にちが、もう少し早く
分かると助かる。
・担当の職員の方はも
ちろん、他の職員の方
も子どもの個々の症状
や病気についてさらに
勉強をして欲しいです。
・もっと園での様子をく
わしく知りたいと思いま
す。いい所しか聞かな
いので、悪い所が本当
にないのか不安です。

・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。

5

・予定の変更などメール
配信での連絡があると
便利かなと思います。
・SNSをもっと活用すべ
き。FBやインスタを駆使
し、子ども達の様子、園
の環境、保護者会の様
子など投稿すべき。問
題も出てくると思うの
で、管理会社に委託し
て行うと良い。今のHP
では良い状況とはいえ
ない。HPよりSNSがよく
利用すると思う。実際、
防府市議会議員さんが
活用され、なかよし園の
Xmas会の記事が投稿さ
れています。

・ホームページの更新
に力を入れ、今後は行
事などを掲載し情報提
供、情報公開に努めて
いきたいと思います。
・SNSの利用について
は、検討していきます。
・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
に掲示しホームページ
で公表します。

・会話に注意して、人の
名前は言わないほうが
よいと思う。
・名前が書いてあって
も、荷物の入れ間違い
が少々あるような気がし
ます。

・個人情報(氏名や写真
など)の取り扱いについ
ては慎重に行ってまい
ります。保護者の方が
不安を抱かれないよう
に言動などにも気を付
けます。
・荷物の入れ間違いに
ついては、帰る前に確
認をし、無くしていける
よう気を付けます。

4

2

・毎月１回、火災、地
震、不審者などテーマを
・訓練の実施がイマイチ
決めて避難訓練をして
分からないです。
います。

非
常
時
等
の
対
応

非常災害の発生に備え、定期的に避

21 難、救出、その他必要な訓練が行われ

26

6

0

7

ているか

22 子どもは通所を楽しみにしているか

33

4

0

2

満
足
度

23 事業所の支援に満足しているか
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3

0

1

・訓練は行われていると
思いますが、実際見て
いないため、詳細は分
かりません。
・山が近いので土砂災
害等の危険が懸念され
ます。避難訓練がどの
ように実施されているの
か分かりません。
・避難訓練もあり、安心
でき良いと思います。
・保護者向けの訓練も
すべき。災害時のお迎
えなどしっかり理解した
い。
・個別に色々やって頂
けているのでとてもあり
がたいです。通い始め
た時からは考えられな
い位、成長しているの
は先生方のおかげで
す。
・幼稚園がメインにな
り、お友達が少なくなり
行くのが少し行きたがら
ない時がある。
・いろいろなお友達に会
えて刺激も多いので、と
ても楽しく通えていま
す。
・とても楽しみにしてい
ます。
・全体的には、よくやっ
てくださっていると思い
ます。
・いろいろわがままをき
いてもらって申し訳ない
です。
・子どもに合ったサポー
トの仕方でよいと思いま
す。
・なかよし園にお世話に
なってから、言葉も行動
もとても成長しました！
・バスの床に荷物を置
いたりするなら、１００均
のカゴでもいいから置い
てほしい。カバンが砂っ
ぽく家の中に入れるの
に困る。

*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。

・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。
・今年度は茶話会開催
日に合わせて実施した
月もあります。今後は、
そういった機会も増やし
ていきます。
・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。

・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。

・「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。
・送迎バスでの、荷物の
置き方については、対
応していきます。申し訳
ありませんでした。

