
公表：令和　３年　　３月　17　日

事業所名：

チェック項目 はい どちらともい
えない いいえ

わから
ない

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 25 4

これからも屋内・屋外を使用し
た活動に取り組んで参ります。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 23 2 4

先生１人につき多人数見て
おられる気がします。大変
そうだが、いつも笑顔で接
してくださるので嬉しい。

職員配置数については、適正
な配置人数を整えております。
今後も充実できるように取り組
んで参ります。

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造
化された環境※1になっているか。また、
障害の特性に応じ、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

23 2 4

お子さんに伝わりやすい方法、
理解できやすい方法について
検討し、保護者様とも共有をさ
せていただきたいと思います。

4

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる
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 26 3

「動」「静」に分けて空間の
工夫をされている。

毎日の清掃・消毒を実施してお
ります。これからも安全で清潔
な事業所を心掛けてまいりま
す。

5

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、児童発達支援計
画※2が作成されているか 29

これからも発達検査を実施し、
お子さんの困り感を分析した上
で、保護者様のニーズ・ご希望
にも沿った支援計画が作成で
きるように取り組んで参ります。

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

28 1
これからもより具体的で分かり
やすい支援計画の作成に取り
組んでまいります。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか 26 3

より丁寧なご説明ができるよう
心掛けてまいります。

8
活動プログラム※3が固定化しないよう
工夫されているか 25 4

いつも楽しい内容だと思い
ます。運動も１つ１つ理由
があって、体の使い方など
工夫されていると思いま
す。毎回違う内容で本当に
スゴイです。

現在は１週間単位で活動の狙
いを作成し、通ってきていただ
いているお子さんに合わせて毎
日活動プログラムを作成してお
ります。玄関に掲示をさせてい
ただきますので、ご確認くださ
い。

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交
流や、障害のない子どもと活動する機会
があるか

17 5 7

健常児と比べ、どのくらい
の差があるのかを就学前
には把握したいです。今は
コロナで控えられていると
思っています。コロナ終息
後、いろいろなお子さんと
交流する機会を多く持てる
と思います。

残念ながら、一緒に活動する機
会の確保は出来ておりません。
また保護者様からのご意見を
頂戴しながらご検討させていた
だきます。

児童発達支援　保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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チェック項目 はい どちらともい
えない いいえ
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ご意見 ご意見を踏まえた対応区　　分

10
運営規程、利用者負担等について丁寧
な説明がなされたか 28 1

ご請求内容につきまして、ご不
明な点がありましたら、事務所
までお声かけください。詳しくご
説明させていただきます。

11

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

28 1

作成に時間がかかってしまう事
があり大変申し訳ありません。
スムーズにご説明できるよう、
十分に気を付けてまいります。

12
保護者に対して家族支援プログラム（ペ
アレント・トレーニング※4等）が行われて
いるか

13 6 2 8

あまりされてないかも…。コ
ロナが終息すればもっと連
携がとれることを楽しみに
しています。この時期なの
で参観者は少なかったです
が、親子で参加できるイベ
ントがあって嬉しかったで
す。

今年度につきましては、新型コ
ロナウイルス感染防止のため
実施できなかった取り組みもあ
りますが、次年度、状況を見な
がら再開させていただきたいと
検討しています。

13
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの健康や発達の状況、課題に
ついて共通理解ができているか

27 2

・忙しくされていても、必ず
今日あったことの記録や口
頭説明などしてくださってい
ます。また、子どもだけでな
く保護者の悩みなども聞い
ていただけて精神的にも助
けられています。
・紙の連絡帳だと書ききれ
なかったり、上手く伝えきれ
なかったりします。（書き直
しにくいため）。電子連絡帳
があると嬉しいです。

これからも保護者様とのコミュ
ニケーションを大切にさせてい
ただきます。

14
定期的に、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

25 3 1
もう少し面談を増やしてほ
しい。

面談だけでなくお話をさせてい
ただく機会を、今後も設けさせ
ていただきます。もしもご心配
なことや気になる事などありま
したら、いつでもお声かけくださ
い。

15
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

19 5 2 3
コロナのため仕方ないと思
いますが、たくさん企画は
してくださいました。

感染症等の状況を見ながら、
保護者の皆様にご参加してい
ただく行事や、親子療育などの
取り組みを再開してまいりたい
と思います。ご参加よろしくお願
いいたします。

16

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、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

27 1 1

相談内容に対し、分かるよ
うに説明していただきまし
た。少しずつ「我が子の障
害」と向き合えるよう助言も
していただいています。一
人で悩まないでいいと心が
楽です。

ご相談については、早く的確に
お答えできるように、これからも
スタッフ一同取り組んで参りま
す。

17
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 27 2

コロナ禍になる前は本当に
良かったと実感していま
す。帰る時にはいつも活動
報告をしてくれて、とても分
かりやすいです。

これからも様々な方法や機会
を設けさせていただきながら、
情報交換・情報発信ができるよ
うにご準備させていただきま
す。

18

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されているか

27 1 1

これからも毎月のおしらせを作
成させていただきます。また今
回を含め、過去の事業所評価
等の結果については、福知山
学園のホームページ等で公表
させていただいております。

19
個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか 23 2 3 1

対応の経過を見ている段
階なので「いいえ」にしまし
た。

個人情報の取り扱いには十分
注意してまいります。

20

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等を策定し、
保護者に周知・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

14 5 10

内部では行われていると
思っています。災害時どう
するべきか分からない。
ホールに書いた物などが
掲示されていて分かりやす
い。

各種マニュアルについては、事
業所前のパンフレットスタンドに
設置をさせていただいておりま
す。ご確認ください。

21
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

11 4 14
通所でも訓練はあります
か？

避難訓練等については、毎月
予定の中に組み込み、実施を
させていただいております。今
後は延期等になった場合には
ご連絡をさせていただくように
いたします。
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チェック項目 はい どちらともい
えない いいえ

わから
ない

ご意見 ご意見を踏まえた対応区　　分

22 子どもは通所を楽しみにしているか 28 1

・とても！子どもは本当に
すきっぷが大好きです。
・なかなか表現してくれま
せんが、行き先が分かると
笑顔になり、帰ってきても
自分の製作をじっーと眺め
ていたりします。お話する
と、言葉はないですが、「楽
しかった」気持ちが伝わっ
てきます。
・好きな先生が沢山おられ
るようです。息子に丁寧に
接していただいているから
こそだと思います。親として
もとても嬉しく思っていま
す。

ありがとうございます。今後も
引き続き、子どもたちに楽しく
通っていただけるように運営し
てまいります。

23 事業所の支援に満足しているか 28 1

・子どもの興味を引き出す
工夫をいつもしてくださり、
大変満足、感謝しておりま
す。
・スタッフの皆さんの専門
性が高く、いつも優しく丁寧
に対応していただき感謝し
ています。これからもよろし
くお願い致します。

ありがとうございます。今後も
引き続き、スタッフの資質向上
に努め、より良い療育の提供に
努めてまいります。

この「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所評価
を行っていただき、その結果を集計したものです。
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