
公表日：2021年3月30日

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

28 1

・少人数グループにわかれての
活動なのでひろいスペースで動
くことが出来ていると思いま
す。

個別指導専用のスペースがない為、
１つの部屋をパーテーションで区
切って指導を行っています。また、
物の配置を工夫し構造化を図ってい
ます。

2 職員の配置数や専門性は適切であ
るか

28 1

・活動内容によって、職員が少
なく大変そうに思う時がありま
す。
・子ども一人に対して、先生も
一人ずつついて下さってまし
た。

配置基準に基づいた職員を配置して
おりますが、今後もよりよい支援の
ため、必要十分な職員配置に努めま
す。

3

生活空間は、本人にわかりやすく
構造化された環境*１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

25 3 1

・可能であれば階段に手すりが
あるとありがたい。
・オムツを替える場所が寒い時
がある。
・教室の入り口にわかりやすい
イラストがあったり、ホワイト
ボードに棚に準備するものなど
がマグネットではってあったり
と、視覚からもわかりやすく、
助かっています。
・トイレに子ども用のイスがほ
しいと思った事がある。

公共施設内の事業所のため、設備面
の即時改善は難しいですが、出来る
限りの環境改善に努めていきます。
視覚支援を行うなどの情報伝達への
配慮は今後も継続するほか、即時改
善が可能な内容については来年度改
善を検討します。

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 2 1

・教室内はきれいで空調管理も
されており、換気もしていただ
いて、安心しています。
・こあらグループの教室に限っ
てはスリッパや靴を禁止にして
はどうか。ほふくする子も居る
ので、衛生的に。ハード面で厳
しいなら、トイレにトイレス
リッパを用意してはどうかと思
う。
・基本的には清潔だと思います
が、一つだけ気になる点があり
ます。トイレ、廊下、教室内を
同じスリッパで移動している事
です。床に手をついたりと多い
ので、別にしてもらえると安心
です。

事業所内の清掃を行う、空気清浄機
を使用するなどにより清潔保持に努
めているほか、現在は新型コロナウ
イルス感染症防止の観点から、活動
後の消毒作業を毎回行っています。
また、活動内容により過ごしやすい
環境整備をその都度行っています。
公共施設の一部を活用しており、限
られた空間をうまく利用できるよ
う、今後も環境整備に努めます。
トイレへのスリッパの設置など、即
時改善が可能なものについては改善
します。

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

・活動中の様子や、相談した内
容などから作成していただけて
いると思います。

保護者からの聞き取りのもと、お子
様一人一人の特性や興味関心、状況
に合わせたアセスメント、モニタリ
ングを行い、児童発達支援計画を作
成しています。

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
れているか

27 2

・家族でも気づきにくい苦手
や、支援が必要な部分を具体的
に教えて下さるので、家に帰っ
てからの子どもへの関わり方が
わかりいつも助かります。

個々の特性に応じた支援内容を盛り
込み、関係機関との連携に努めてい
ます。今後もガイドラインの視点を
考慮しながら適切な支援内容を設定
できるように努めます。
また児童発達支援ガイドラインの内
容について、今後も職員間で共有し
ながら、理解を深めていきます。

7 児童発達支援計画に沿った支援が
行われているか

28 1
お子様一人ひとりの状態や特性に合
わせ職員間で協議しながら指導を工
夫し、保護者との共通理解を図りな
がら支援を行うよう努めています。

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

26 1 1

・活動ごとに色々な内容の取り
組みをしていただいていると思
います。
・ここ２か月くらいパズルが毎
回組まれています。

季節の活動を取り入れ、お子様の特
性やその日の状況を加味しながら、
主体的に取り組める内容を工夫して
います。
継続して実施することでお子様の成
長を確認したい内容については複数
回実施することもありましたが、今
後はお子様の状況に合わせて、固定
化することなくより有意義な活動と
なるよう内容を検討します。

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 わからない ご意見 ご意見を踏まえた対応

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

22 2 5

・保育園には行っているが、か
るがも教室の活動を通しての交
流はないです。ただ、クラスご
とほかの園の子と活動すること
はあります。

就園しているお子様が大半のため、
事業所の支援内容としては交流の機
会を設けていません。重度の障害を
持っているお子様を対象とした近隣
の保育園事業に同行していますが、
今年度は対象となるお子様がいな
かったため来年度に向けて調整中で
す。保育園事業については、積極的
に利用できるよう今後も働きかけて
いきます。

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

27 1

児童発達支援の提供開始にあたり、
契約書及び重要事項説明書の内容に
ついて説明しています。今後もより
丁寧でわかりやすい説明を心掛けま
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

27 2

保護者の希望や要望、発達評価や発
達検査の結果等を総合的に捉え、児
童発達支援計画を作成しています。
作成した計画は保護者への説明を行
い、同意を得ています。今後もより
丁寧な説明を心掛けます。

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

25 1 2

・活動の中で、先生方から教え
ていただくことが多くあり、と
ても助かっています。
・今後この障害がどうしたら良
くなるのか、教室中は良いが家
に帰宅すると不安になる。

活動後にフィードバックを行う際、
療育で実施している内容やペアレン
ト・トレーニングの手法を基にした
声がけ、関わり方など、ご自宅でも
実践できるような内容をお伝えして
います。また、必要に応じて子育て
支援センター主催のペアレント・ト
レーニングへの参加を促すなど家族
支援を行っています。
今後はかるがも千厩教室でのペアレ
ント・トレーニングの講和を開催す
るなど、より丁寧な説明を心掛けな
がら保護者支援を行います。
今後も教室の支援内容がご家庭でも
活かせることを目指し、ご自宅での
不安なお気持ちを少しでも軽減でき
るよう、より有意義な支援を心掛け
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

28

・活動の中や、毎回提出する
ファイルなどで、教えていただ
いたり相談出来ています。
・通所以外でも電話連絡が来た
りしています。

連絡シートの記入や活動後のフィー
ドバックを行い、共通理解に努めて
います。

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

27 1

・９月入所なので、12月に行わ
れた来年度の話し合いしか、ま
だじっくりと話す機会がありま
せん。通所時だけでなく、もっ
と機会がほしいです。

活動後のフィードバックや、随時相
談に応じる体制を整備し、必要に応
じて関係機関の協力を得ながら支援
提供に努めています。活動時間内で
の対応が主なため、今後は面談の機
会の確保など、支援の充実に努めま
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

16 2 10

・会は参加したことがないの
で、どの様なことをするのかわ
かりませんが、内容（行った様
子）がわかるプリントとかを配
布していただけたら行けない方
も何か（子育て）の参考になる
と思いました。
・まだ参加したことがないので
分かりません。
・私が参加していないため分か
りません。

例年不定期に親の会を開催してお
り、保護者同士の交流の場を設けて
いましたが、今年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から実
施できませんでした。
親の会の活動の支援に対して不十分
な面があるため、新型コロナウイル
ス感染症の状況を注視しながら、親
の会の様子がわかるような支援も含
め、今後支援内容について検討しま
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

・相談した際にすぐに対応して
くださり、専門のところに伝え
て予定を入れてくださりとても
助かりました。

活動後のフィードバックや、随時相
談に応じる体制を整備し、必要に応
じて関係機関の協力を得ながら支援
提供に努めています。引き続き、迅
速かつ適切な対応を心掛けます。

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

28

・子どもに分かりやすく手作り
の人形などを使用したり、ホワ
イトボードに書いていただき、
理解しやすいようでした。

マカトンサインや写真、絵カード等
を用い、お子様の状況に応じて個別
に支援を行っています。また保護者
への連絡等は、必要に応じて書面で
提供するなどの配慮を行ってます。
引き続き個々の状況に応じた配慮を
行います。
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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

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

26 1 1

・毎月おたよりをいただいてお
り、前もって知ることが出来る
ので助かっています。
・療育があまり広く知られてお
らず、教室に通っていると周囲
に伝えて良いものなのか。

毎月のおたよりや、親の会だよりの
発行を行ってます。また、自己評価
の結果につきましてはR３年３月末
までにホームページ等で公開しま
す。
かるがも千厩教室についてや療育に
ついて広く周知することに関して
は、保護者の希望も踏まえ今後検討
します。

19 個人情報の取り扱いに十分注意さ
れているか

26 2
随時、職員間での個人情報の取り扱
いについて注意喚起を行ってます。

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
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。

16 4 7

・感染症対応は予防の部分は
しっかりしているように思いま
す。緊急時や防犯などは分から
ない。

災害発生を想定した訓練について
は、実施しております（１グループ
対象）。また、保護者への周知、説
明につきましては、おたよりや年間
計画等で周知します。

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

14 2 12

・まだ参加したことがありませ
ん。

市民センター全体で様々な災害の発
生を想定した避難訓練を行っていま
す。
今後も定期的な訓練の実施を継続す
るほか、周知方法を検討し保護者が
分かりやすいよう周知に努めます。

22 子どもは通所を楽しみにしている
か

28

・おかげ様で毎回の通所を親子
ともに楽しませて頂いていま
す。
・活動のある日は、とても楽し
みにしており、前の日から行き
たいと言う日もあります。
・とても楽しみにしています。
・いつも楽しみにして来ていま
す。

年齢、個々のねらいに応じた活動を
楽しく行えるよう設定しておりま
す。今後もお子様が楽しみながら参
加していただけるよう、活動内容の
工夫や環境整備に努めます。

23 事業所の支援に満足しているか 27 1

・毎回丁寧に対応していただけ
て、子どもの楽しく活動する姿
が見られて満足しています。
・月２回・３回の活動で少な
い。

これからも指導員間での情報共有と
スキルアップを行い、専門性を高め
て更に満足いただける支援を提供し
ます。
可能な限り多くのお子様に利用いた
だけるようにするため、現時点で活
動日（回数）を増やす対応は困難で
すが、その分１回あたりの質を高め
られるよう努めます。教室の支援内
容がご家庭でも活かせるような活動
とし、より有意義な支援を目指しま
す。

*2 「児童発達支援」は、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
計画のことです。これは、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します。

*3 「活動プログラム」は、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です。子どもの障害の特性や課題等に応じて柔軟
に組み合わせて実施されることが想定されています。

*4 「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子
どもが適切な行動を獲得することを目標とします。

*1 「本人にわかりやすく構造化された環境」は、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で
す。
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