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3年 2月 22日
配布数

事業所名 児童発達支援センター防府市なかよし園
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
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どちらと
も
いえな
い
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3

いい
え

0

0

45

26

4
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割合80％
ご意見を踏まえた
対応

わから
ない

ご意見

1

・十分な広さがあると思い
ます。・建物が小さいので
十分と言えないが仕方な
いと思っています。市で体
育館などの体を動かせる
スペースの貸し出しなどあ
ればいいなと思います。・
かぎが１つ１つのドアにつ
いているので安心です。・
人数が増えると少し手狭な
部分があるかもしれませ
ん。・毎日、色々な活動が
出来ているので大丈夫だ
と思います。・子供、先生
みんな居ると少しせまいの
かな。と思う事もあります
が、十分に動いていられる
広さがあるのでいいかと思
います。・体を動かせる部
屋と静かに過ごせる部屋
で分かれていて、とても良
いです。

・活動スペースについて
は、十分とは言えませ
んが、利用児を2グルー
プに編成し活動する部
屋を分け対応していま
す。また、個別で課題
学習をする時は、個室
を利用しています。ま
た、園庭での活動と室
内での活動に別れるこ
ともあります。

・専門性がよくわかりませ
ん。発達障害のことについ
て特性などの知識・力量が
知りたいと思います。たくさ
んの先生がおられるので
安心しています。・PTやST
の方がいらして、本当に心
強いです。・活動内容の見
学などができないので、分
かりません。・担当の職員
さん以外の職員さんが子
ども達を見てくれるので安
心しています。・○○先生
やSTの先生が居られるこ
とで専門性が高くなってい
る。

・職員の配置基準は、
定数に対して満たして
います。専門性につい
ては、各職員の知識や
技術の専門性を高める
為、各種研修を受講し
たり内部研修を強化し
ています。また、特別療
育の資格専門職員から
の指導や助言などを頂
き知識や技術の向上に
努めています。

・活動ごとに部屋を分けて
いると感じています。部屋
から部屋への段差はな
かったと記憶しています。
(トイレ除く)・バリアフリー化
はわかりませんが、広い空
間で子供たちが元気で遊
べています。・トイレ、プレ
イルーム、その他子供にも
分かりやすく覚えやすいと
思います。・事業所の中は
バリアフリーです。

施設の構造は単純なの
で子どもにとっては分
かりやすいようです。障
害にとって配慮がされ
ているとはいいがたい
状況です。段差など危
険な箇所については、
職員が付き添って移動
しています。情報伝達
については、絵カードや
写真などを利用して視
覚に訴える方法を利用
しています。

4

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

回収数 36

5

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

32

2

1

1

活動に合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

5 的に分析された上で、児童発達支援計

34

1

0

1

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
6 援」で示す支援内容から子どもの支援 30
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

7 われているか
適
切
な
支
援
の
提
供

32

1

2

0

0

5

2

・清潔にできていると思い
ます。・トイレの臭いが気
になります。・だいぶ老朽
化しているので、多くの子
が安心して過ごせるよう必
要箇所は改修等していっ
ていただきたいです。・コロ
ナでタオルから紙で手をふ
くように変えて下さったり、
消毒や体調が悪い時の検
温もこまめにして下さり助
かります。・日がよく入り、
明るくて、過ごしやすそうで
す。ひとつだけ難点を挙げ
ると、おトイレの臭いが、少
し強いかもしれません。・き
れいにされていると思いま
す。・建物は古いですが、
先生方のおかげて清潔が
保たれていると思います。

・老朽化している建物
や設備等について改修
改善は、なかなか難し
い問題です。しかし、活
動空間は常に清潔に保
つように掃除や消毒な
どをこまめに行っていま
す。
・トイレの異臭について
は、消臭剤やパイプス
ルーなどで対応してい
ます。また、換気口につ
いて昨年末に改修工事
をしましたが、異臭の改
善に繋がりませんでし
た。、排水管の老朽化
に伴う破損の為、交換
が必要となっています。
来年度には排水管の交
換工事をする予定で
す。

・できていると思います。・
一人一人の児童について
すごく考えて下さっていま
す。・希望を聞いて作って
いただいています。・子供
のできない所、にがてな事
をしっかり計画して下さっ
てます。・集団生活での親
の知らなかった一面や課
題点も計画に組まれ、観
察してくださって有り難い
です。
・できていると思います。ひ
とつずつ課題をクリアして
いかないと次に進めないと
思うので求めるものは多く
ありますが、設定は必要だ
と思います。・とても適切で
す。・こちらが望む以上の
事を取り入れて下さった
り、日常での変化をすぐに
汲み取って頂き、すぐに園
の方でも実行して下さり、
感謝しております。

・個別の支援計画の中
に就学に向けての移行
支援や幼稚園、保育園
併用に向けての移行支
援・家族支援を盛り込
んで実施しています。ま
た、保育園や幼稚園、
認定こども園等にも必
要に応じて訪問支援を
行い、子どもたちが地
域の中で集団生活でき
るよう支援しています。

・ゆっくりですが子供の成
長は感じています。・毎日
いろいろな企画ありがとう
ございます。・できなかった
トイレが出来るようになっ
たり、色々と助けていただ
いています。・計画の期間
毎に、それ以上の成長が
見られています。

・子ども個々の個別支
援計画に沿って職員間
で支援内容を共通認識
し日々支援を行ってい
ます。また、定期的に計
画の見直しを行ってい
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

8 工夫されているか

28

2

0

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

13

11

0

る機会があるか

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
保
護
者
へ
の
説
明
等

34

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
32
「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

1

1

0

0

・ある程度メニューはある
と思いますが、ガッチリ固
定されてはいないと思いま
す。・毎日いろいろな企画
ありがとうございます。・運
動したり、手先を使ったり、
色々なことを園で学べてい
ると思います。・手先を
使ったり、運動をしたりと工
夫されていると思いま
す。・本人の出来る範囲内
の活動内容を工夫しなが
ら取り組まれているので、
楽しみながら参加できてい
ます。

・活動プログラムについ
ては、できるだけマンネ
リ化しないように、利用
される子どもさんに合
わせて内容を考慮して
います。
・集団での活動や個人
活度についても考慮し
ています。

・交流の機会があるのかな
いのか把握できていませ
ん。・障害のある子への理
解がある園での交流はし
てみたいが、なかなか難し
いのでは…と思う。・他児
童との交流の機会は少な
いように思う。・私の子供
は両方通っているのであり
ます。・今の時世、活動に
12 制限がかかるのはやむを
得ない事だと思います。今
後を楽しみにしています。・
コロナの影響で仕方ないと
思います。・今年はコロナ
の影響で難しいと思いま
す。・コロナの影響で交流
行事ができないですね。機
会があるといいですね。

・年1～2回近隣の保育
園や幼稚園・認定こども
園との交流を図ってい
ます。今年度は、コロナ
感染予防対策の為、交
流を中止しています。
来年度は実施する予定
です。

6

1

3

保護者に対して家族支援プログラム

12 （ペアレント・トレーニング*4等）が行わ
れているか

20

7

1

8

・すみません。よく覚えてい ・契約時に説明をしてい
ません。
ます。また、施設の玄
関に掲示または、設置
してすぐに読めるように
しています。
・面談を求められるので機
会は与えられていると思い
ます。予定について即答で
きないこともあるので、少し
遅れてでも面談できると助
かります。・いつも時間を
作っていただき、丁寧に説
明してくださいます。

・児童発達管理責任者
から計画について丁寧
に説明をしています。そ
の都度質問に対しても
適切に説明をしていま
す。

・ペアレントトレーニングは
受けていないと思っていま
す。※見学した際にアドバ
イスを求めたら応じてもら
えました。・職員の先生
他、OTやPT、STの先生の
講義等もあったら参加した
いです。・最近、言語訓練
に参加するようになりまし
た。・コロナ禍でなかなか
集まることが出来ていな
い。

・ペアレント・トレーニン
グについて保護者への
説明や情報提供が不
十分なため認知してい
ただけていなかったよう
です。今後は情報提供
を行いペアレントトレー
ニングへの参加を推奨
していきたいと考えま
す。

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

32

4

0

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
いるか

27

8

0

1

・連絡帳を通じてやりとり
はできていると思っていま
す。もっと具体的に書きた
いことや書いてほしいと思
うこともあります。・連絡帳
に詳しく内容が書かれてい
るので、何をしたかなど、
よくわかり、とてもいいで
す。・ちょっとした悩みでも
先生に相談すると、沢山の
アドバイスを頂けて大変参
考になっています。園でも
さまざまな工夫をして成長
につなげてもらっていま
す。・連絡帳に日々の様子
を細かく記載して下さりあ
りがたいです。・一日の様
子を日記で教えて下さった
り、バスに乗る前に「お変
わりありませんか？」と聞
いて下さるのでこちらから
も話しやすいです。・連絡
帳にはもちろんのこと、バ
スのお迎えの時に「〇〇が
出来たんですよ。」と嬉し
そうに伝えて頂き、こちらも
嬉しくなります。・連絡帳で
情報共有ができていると
思います。・連絡ノートや
お迎えの際にその日の出
来事などを詳しく伝えて下
さり、園での様子が想像し
やすいです。
・面談は希望したタイミン
グでしてもらえると助かり
ます。(支援計画以外のタ
イミングで)・忙しくてもきち
んと話を聞いてくださいま
す。・アレコレと言いたい
事、聞きたいことがあり、
沢山時間をさいていただ
いております。・支援計画
作成の時に話を聞いてい
ただいています。・先生方
と話す機会があまりな
い。・先生にお会いすると
声がけしてもらっててうれ
しいです。

・連絡帳や電話などで
子どもさんの状況を伝
えたり、保護者からの
相談や意見・思いなど
を十分聞き入れて子ど
もさんの課題解決のた
めの共通理解ができる
ようにしています。必要
に応じて、自宅訪問や
関係者が集まって担当
者会議などを行い課題
解決に努めるようにして
います。

・定期的以外にも保護
者の要望があればでき
るだけ話し合う時間を
設けています。面談す
ることが難しい場合は、
電話でも対応していま
す。

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

14

9

2

が支援されているか

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 27
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

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

29

17

4

2

6

0

0

0

・参加した覚えがないで
す。・今はコロナでありませ
んが、よく集まりありま
す。・今年はコロナの関係
上仕方ない。・入園した年
がコロナで未経験な事が
多く、今の時世、保護者の
集まりが自粛されるのは
仕方のない事で、コロナが
落ち着いたらどうゆう活動
15 があるのか楽しみです。・
仕事のため、行けていな
い。・コロナの発生の為、
保護者の方が集まる機会
が減っていますし、いつも
だいたい同じ人ばかりに
なってしまっているのが悲
しいですね。・コロナが落ち
着いたら参加してみたいと
思っています。

・保護者会や父母の会
はありません。年１回保
護者会総会を開催して
います。今年度は、コロ
ナ感染予防対策の為中
止して書面での情報提
供を行いました。また、
バス遠足や運動会、秋
祭り、年末大掃除等の
行事を通して保護者の
交流を持てるように工
夫しています。接触指
導の機会を利用して茶
話会等を行っていま
す。できれば、ご両親が
一緒に参加できるよう
な配慮が必要かなと思
います。

・各自の希望したタイミン
グで面談が希望できるとい
うことでしょうか？・相談事
には迅速に対応していた
だいている。・いつもありが
とうございます。・娘の噛み
癖で、親と園とで少し方向
性の違いに戸惑うこともあ
りますが、園の方々を信頼
しているので、お任せしよ
うと思えるようになりまし
た。・幼稚園の事など相談
にのっていただきました。・
分からない事だらけの私
ですが、聞くとすぐ答えて
もらってとても助かってま
す。・丁寧に対応してくださ
り相談しやすいです。

・今後も常に保護者の
相談にのれるような体
制を整えて迅速、丁寧
に対応をしていきます。

・連絡帳でできていると
思っています。・きちんとし
ています。・利用日の返信
がなく問い合わせないとい
けない時があった。・行事
で園にうかがった時に、ま
とめて状況を聞くようにし
ています。

・連絡帳や電話などで
情報伝達を行っていま
す。しかし、返信ができ
ずにご迷惑をかけるこ
とがあったようです。今
後は、不安や迷惑をか
けないように職員全員
が気を付けていきま
す。

・自己評価の結果はどのこ
とを言っているのかよくわ
かりません。・なかよし園
のみの月1などの会報みた
いなのがあれば嬉しいで
す。・毎月配布される園だ
よりや、細かく丁寧に書か
13 れた連絡帳を読むのが、と
ても楽しみです。・今年は
活動自体がほとんどなく、
例年と違っているので何と
も言えない。

・自己評価についての
説明が不足しているよ
うです。改めて保護者
に説明が必要と考えま
す。総会や書面で説明
をしたいと思います。な
かよし園の会報はあり
ませんが、毎月園だよ
りを配布しています。ま
た、保健便りも２ヶ月毎
に配布しています。自
己評価の結果は、ホー
ムページや書面で公開
しています。

5

5

個人情報の取り扱いに十分注意されて

19 いるか

非
常
時
等
の
対
応

33

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、 25
発生を想定した訓練が実施されている
か。

0

4

0

0

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

23

1

0

ているか

22 子どもは通所を楽しみにしているか

満
足
度

33

2

0

3

・書類でやりとりできている
と思ってます。同意等。・入
所時に説明受けました。・
特に気になったことはあり
ません。
・把握できていません。・わ
からないです。すみませ
ん。・感染症について、ど
の程度の風邪症状でお休
みをするべきか教えていた
だきたいです。・説明はさ
れているが、訓練は実施さ
れているかわからない。・
定期的に保健だよりでの
お知らせがあってその時
期の感染症がよく分かる。

感染症についてのマ
ニュアルは配布してい
ますが緊急時や防災防
犯についてのマニュア
ルは説明ができていま
せん。改めて書面と合
わせて説明の機会を持
つようにしたいと思いま
す。

・把握できていません。・避
難訓練の有無がイマイチ
よくわからないです。・わか
らないです。すみません。・
説明はされているが、訓練
12 は実施されているかわか
らない。・避難訓練を実施
していることを月の予定で
知ることができている。

・毎月、火災や地震・洪
水・不審者等の設定を
して避難訓練をしてい
ます。毎月の行事予定
表に記載をしています。
また、児以後は、必ず
連絡帳などにも記録を
しています。

・嫌がっている様子はない
と思っています。楽しんで
もらえてると思っていま
す。・なかよし園に行くのを
本当に楽しみにしているの
でうれしいです。・いつも笑
顔で楽しそうに行ってい
る。・とても楽しく通園して
おり、沢山の刺激で成長も
しています・毎日行きたが
ります。・先生を見ると抱き
ついたり、バスのステップ
に自ら足をかけたりと、未
だ言葉の出ない娘です
が、楽しみなのが伝わりま
す。・毎日楽しく通ってくれ
ています。・「今日は○○
先生おるかな。○○ちゃ
ん、○○君おるかな。」と
毎回楽しみにしていま
す。・通所は楽しみにして
いますが、たまに「行きたく
ない」と言います。・特に通
園している幼稚園に行く回
数が増えた後、息抜きにも
なっているようです。・なか
よし園で過ごす時間が少
なくなってきました。一番安
心して過ごせる場所である
ことは息子もですが私自
身も安心して預かっていた
だくことができています。

・毎月の療育予定表を
見られて目的を持って
楽しみに通園されてい
る児童もいます。最初
通園し始めは、拒否的
な行動が目立っている
子供さんが多かったよ
うですが、慣れてこられ
ると大変楽しみにされ
ているようで、笑顔がよ
く見られます。
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23 事業所の支援に満足しているか

32

4

0
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・言語訓練に対してもっと
やってほしいと思っている
ところもあります。直接、面
談を受けた方がいいと思
いました。アドバイスがほ
しいです。・総体的によく
やってくださっています。・
本当にいつもありがとうご
ざいます。・できることも増
え日々成長を感じていま
す。・これ以上ないくらい良
くして頂いています。感謝
し、とても満足していま
す。・こちらでお世話になっ
てからできることがたくさん
増えました。ありがとうござ
います。・もう一日増えると
嬉しいです。・活動時間を
もう少し長くしてもらえたら
仕事を休まずにお迎えに
行ける。

*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。

・特別療育について、特
に言語訓練は需要が多
く実施回数が増やせる
といいと考えています。
・利用日数や時間延長
については、これから
の支援体制の課題とし
て検討していきたいと
思います。

