
公表：平成　　年　　月　　日

事業所名　ぷちま～る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保護者等数（児童数）27名　　回収数　23名　　割合　85％

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
74% 22% 0% 4%

人数の多い時にスペースがある

なかな？と思う。

遊ぶスペースと作業スペースが

分かれいて良いと思う。

活動内容によってグループ分け

をしたりエリアを定めて活動ス

ペースを有効活用しています。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 78% 0% 0% 22%

いつ、何人配置されているか知ら

ない。

職員の人数はちゃんとされてい

る。

契約時に説明させていますが、

職員の配置がわかりやすいよ

う、写真等を用いて表示してい

きます。

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

61% 30% 4% 4%
絵で表示等してあり、子供にもわ

かりやすくなっている。

今後もわかりやすい表示を心掛

けます。

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

96% 4% 0% 0%
室内も温かく活動しやすく過ごし

やすい

過ごしやすい環境作りに努めて

いきます

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

いるか

96% 0% 0% 4%
話をよく聞いてくださり、いつも適

切だと思います。

定期的な面談と送迎時にもお話

が伺えるような環境作りを継続

していきます。

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

78% 4% 0% 17% 具体的な内容が設定されている。

定期的な面談と送迎時にもお話

が伺えるような環境作りを継続

していきます。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい

るか
96% 0% 0% 4% 行われています。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫されて

いるか
87% 4% 0% 9%

家ではなかなかできないことを体

験させていただけるので有難いで

す。本人に合わせて考えてくれて

いる。

季節の行事を取り入れながら、

お子様に合わせて様々な体験

ができるよう、工夫していきま

す。

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、

障がいのない子どもと活動する機会があるか
39% 4% 9% 48%

個人としては保育園に通っている

ため必要性は感じません。

兄弟・家族・が参加できるイベント

等がある。

他事業所との交流や地域のイベ

ントにも積極的に参加できるよう

計画していきます。

アンケート期間：令和　2年　1月　10日～令和　2年　1月　31日
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保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）



10
運営規定、利用者負担等について丁寧な説明

がなされたか
100% 0% 0% 0% 変更の都度、説明があった。

変更時には文書にてお知らせし

同意を頂いて参ります。

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

91% 4% 0% 4% 説明してもらっている。

保護者の方と情報共有をしなが

ら支援計画を作成し具体的な内

容を示し説明させていただきま

す。

12
保護者に対して家族支援プログラム（ペアレン

ト・トレーニング等）が行われているか
52% 4% 9% 34%

ペアレントトレーニングは受けて

いきたいのでやって欲しい。お迎

え時に先生が具体的な声掛け等

を丁寧に教えてくれる。

個別の面談時に加え、保護者の

方々が交流しながら一緒に取り

組めるプログラムも計画してい

きます。

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

96% 0% 4% 0%

話を丁寧に聞いてくださりこちらも

話しやすく常に状況を伝えること

が出来ます。

話しやすい環境作りと信頼して

頂ける関係作りに努めます。

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
87% 0% 4% 9%

面談の時間も作っていただいて病

院受診の話も出来て助かります。

具体的なアドバイスや助言をして

もらえている。

定期的な面談に加え必要時即

座に対応させていただけるよう

日々努めてまいります。

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か
61% 22% 0% 17%

茶話会やお祭り等交流の機会が

ある。送迎時にも他の保護者と話

す機会もある。もっと茶話会等を

開いてもらえると嬉しい。

定期的な茶話会やイベントを開

けるよう計画していきます。今後

は、保護者の方々が集える場所

作りもしていく予定です。

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

87% 0% 0% 13%

相談をしたら、その日のうちに行

動観察をして助言をしてくださりと

ても迅速に対応してくれている。

迅速に対応できるよう、職員間

で連携できる体制を整え維持し

ていきます。

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
96% 4% 0% 0%

意思の疎通がとてもしやすい。

活動の様子を教えていただける

ので安心できます。

LINEを通じて連絡ができるので良

い。

保護者の方々が話しやすい環

境作りや手段を今後も継続、改

善していきます。

また、お子様にもわかりやすい

表示や伝えやすい状況や雰囲

気を作っていきます。

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

91% 0% 0% 9%

行事予定等、月ごとに教えて欲し

い。

SNS等で発信してくれている。

LINEで活動等の写真を送ってくれ

るので様子が見れて嬉しい。

行事予定等、年間と月ごとに早

めにお知らせができるようにして

いきます。

活動の様子は引き続きSNS等を

利用し、発信していきます。

19 個人情報の取り扱いに十分注意されているか 96% 0% 0% 4% 取り扱いは注意してくれている
法律に基づき、細心の注意をし

ていきます。
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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。

52% 0% 0% 47%
どんな訓練がされているかわから

ない。

防災訓練時には訓練内容をお

知らせしていきます。

地域の防災訓練にも事業所とし

て積極的に参加しています。

各種マニュアルについても、茶

話会等を開催しながら周知に努

めます。

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
39% 0% 0% 60%

どんな訓練がされているかわ

からない。

防災訓練時には訓練内容をお

知らせしていきます。

地域の防災訓練にも事業所とし

て積極的に参加しています。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 91% 8% 0% 0%

とても居心地がいいようです。

通所日の前日になると「明日は何

をするのかな？」「明日は行く？」

と言って通所を楽しみにしていま

す。

お子様にとって楽しく、たくさんの

経験ができる場所であり続けら

れるよう努力してまいります。

23 事業所の支援に満足しているか 96% 4% 0% 0%
いつもありがとうございます。

とても満足しています。

職員一同、お子様やご家族に満

足して頂けるよう、情報共有を

すると共に1人1人のスキルアッ

プをしながら事業所全体のスキ

ルアップに努めます。

○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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