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1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れている

59% 40.90%

広くはないが活動スペースは
確保されています。
人数スペース十分です。
なんともいえないです。
小学生も一緒だと少し狭いと思
います。

コマごとに人数制限を設けており
安全に療育が進められるようにし
ています。

2 職員の配置数や専門性は適切である 86.30% 4.50% 9%
専門性についてはよくわからな
いです。

適切な人数で療育を行えていま
す。専門の知識を得るために研
修なども積極的に参加していま
す。

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造化さ
れた環境になっている。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

90.90% 9%
写真や絵などわかりやすいで
す。

今後も満足していただけるように
します。

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。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

100%
清潔で子どもも利用しやすいで
す。

保護者や利用者が気持ちよく通
えるよう今後もこの空間を保ちま
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、児童発達支援計画が作成
されている

95.40% 4.50%
利用調査書を元に保護者のかた
と一緒に利用者に必要な療育を
行えるようにしています。

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

77.2 13.60% 9%

できる限りニーズにお応えできる
ようにしています。
足りないことがあった場合はいつ
でも指摘してください。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

90.90% 4.50% 4.50%
苦手な部分を克服するための
サポートをしっかりしてくださっ
ている所が良い。

利用者個人個人の特性に応じた
療育を行えるようにしています。
新しい課題など見つけた場合は
すぐに提案してください。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

90.90% 4.50% 4.50%

毎回違うプログラムで良いと思
います。
同じではなく子どもの意見も聞
いてくれて楽しくやっています。
土曜日の活動がもうすこしわか
りやすければ参加しやすい。

利用者が飽きが来ないように週
替わりでプログラムを変えていま
す。　                    　　　　休日
の療育では活動が定番化しない
よう新しいことにどんどん取り組
んでいってます。

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

31.80% 9% 4.50% 54.50%
1時間の運動療育を行っているの
で時間がとれない。

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

100%

契約時に説明させていただいて
おります。
わからないことがあればいつでも
お電話ください。

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

95.40% 4.50%
支援計画を確認しながら毎日の
申し送りを行っています。

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iv等）が行われている

31.80% 9% 36.30% 22.70%
家でお子様と保護者の方が一緒
にできる簡単な運動メニューを考
え提案するようにする。

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

95.40% 4.50%

送迎時や携帯ですぐに連絡い
ただいています。しっかりどん
なことをしているか様子を伝え
てくれるので満足しています。

送迎時にお伝えするように心が
けています。

公表：平成　31年　3月　1日
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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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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

81.80% 9% 9%

見学をさせてもらえいろいろな
相談にも話も聞いてくださりまし
た。
送迎時その都度相談させてい
ただきとても心強いです。

定期的に見学に来ていただける
ようにしています。
お時間があればお待ちしており
ます。

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

27.20% 22.70% 22.70% 27.20%

あまり他の保護者とは会わな
いです。
懇談会が地震でなくなったの
で。

前回地震でできなかった懇談会
を開けるようにします。

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

81.80% 9% 9%
下の子のこともすぐ対応してい
ただきました。

必要があればいつでも面談は行
います。
気軽にご相談してください。

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

95.40% 4.50%
こまめに連絡ができるのでとて
も良い。

連絡帳だけでなく、送迎時に療育
の様子を詳しくお伝えできるよう
にしています。

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

59% 18.10% 22.70%

ブログなどのアップが少しかな
と思います。普段活動を見学で
きないので様子を写真等あれ
ば良いと思います。1度動画を
送っていただき様子がわかりま
した。

療育の様子を定期的に保護者の
方に写真や動画で送るようにして
います。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 86.30% 13.6

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。また、発生を想定し
た訓練が実施されている

50% 9% 40.90%
説明はあったが訓練について
はわからないです。

事業所の入り口に避難経路や防
犯マニュアルがあるのでまた見
てください。

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

31.80% 9% 59%
避難訓練など行ったことをブログ
などで周知できるようにする。

22 子どもは通所を楽しみにしている 90.90% 9%
行く予定がなくてもいきたいと
話している。
本当に楽しみにしています。

利用者に飽きがこないよう新しい
運動を取り入れていきます。

23 事業所の支援に満足している 95.40% 4.50%
いつもきちんと療育での様子を
聞けてありがたい。
満足しています。

今後も満足していただけるよ
うにします。
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〇この「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」により事業所の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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