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利用定員が指導訓練室等スペース 87% 13% 0% 0% ・スペースで部屋ごとの特性 ・今後も活動内容に合わせた

との関係で適切である もあり、刺激になっています 部屋にしていきます

職員の配置数は適切である 91% 6% 3% 0%

生活空間は、本人にわかりやすく 78% 13% 0% 9% ・動物の絵で部屋が分かりや ・危険な箇所は点検していき

構造化された環境になっている。 すくなっている ますが、構造上、改善が難し

また、障害の特性に応じ、事業所 ・部屋毎に動物の印があっ い場合もあるので、注意書き

の設備等は、バリアフリー化や情 て、子どもは認識しています。 や声かけを行っていきます

報伝達等への配慮が適切になされ ・トイレと東階段の間のでっ ・でっぱりについては、早急

ている ぱり？危ない に対応します

生活空間は、清潔で、心地よく過 91% 6% 3% 0% ・いつも、きれいにされてい ・空調は、ビル全体を一括で

ごせる環境になっている。また、 ると思います。 管理しているため、ご迷惑を

子ども達の活動に合わせた空間と ・部屋によって温度差がある おかけしますが、今後も快適

なっている な調整ができるように要望し

ていきます

アセスメントを適切に行い、子ど 97% 3% 0% 0% ・子どもの発達に応じてお ・今後も保護者とよく話し合

もと保護者のニーズや課題を客観 り、家庭での参考にしていま い、園児一人一人に合った支

的に分析した上で、児童発達支援 す。 援計画を作成していきます

計画を作成している ・子どもをよく理解して頂

き、作成されていると思いま

す。

児童発達支援計画には、児童発達 66% 3% 0% 31% ・家庭での対応の仕方も提案 ・ガイドラインはいつでも閲

支援ガイドラインの「児童発達支 していただいています 覧できますので、職員にお気

援の提供すべき支援」の「発達支 ・ガイドラインの内容がどこ 軽にお声かけ下さい

援（本人支援及び移行支援）」、 に掲示されているかわからな

「家族支援」、「地域支援」で示 い

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

児童発達支援計画に沿った支援が 94% 3% 0% 3% ・計画に上がっていても実施 ・その時の園児の興味等に合

行われている されていない項目もある せた活動の中で、計画通りに

実施しない日もありますが、

期全体としては、計画に沿っ

た支援を実施していきます

活動プログラムが固定化しないよ 88% 9% 0% 3% ・子どもの関心をもとに様々 ・今後も園児の発達に合せ、

う工夫している な活動へ展開してくださり、 繰り返したり変化させたり、

子どもは、喜んで通っていま 工夫した活動を行っていきま

す。 す

・子どもに合った関わりを毎

回してもらっていると思いま

す。

・同じ内容を繰り返すことも

大切だと思うが、少しずつ違

うこともとりいれて頂けると

ありがたいと思う時もありま

す

・色々な活動があり、子ども

は通園を楽しみにしていま
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す。

・毎回、新しいチャレンジ項

目があり、指導が計画的です

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

保育所や認定こども園、幼稚園等 25% 6% 25% 44% ・コロナの影響もあり難しい ・園として、交流活動をする

との交流や、障害のない子どもと かと思いますが、今後状況に 機会は設けていませんが、地

活動する機会がある 合わせてお願いしたいです。 域の保育所等への並行通園で

・個別にあります 交流を行っています

・機会はないです

・みやこ園ではそういった機

会はない

運営規定、利用者負担等について 94% 3% 3% 0% ・同じ給食なのに、金額が ・世帯収入に応じた利用者負

丁寧な説明を行っている 違う 担上限額によって、給食費が

決まります。ご理解下さい

児童発達支援ガイドラインの「児 72% 3% 3% 22% ・ガイドラインの内容がどこ ・ガイドラインはいつでも閲

童発達支援の提供すべき支援」の に掲示されているかわからな 覧できますので、職員にお気

ねらい及び支援内容と、これに基 い 軽にお声かけ下さい

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

を行い、保護者から児童発達支援

計画の同意を得ている

保護者の対応力の向上を図る観点 97% 3% 0% 0% ・療育を見せていただき、学 ・今後も具体的に保護者支援

から、保護者に対して家族支援プ ばせてもらっていますが、プ を行っていきます

ログラム（ペアレント・トレーニ ロフェッショナルすぎるの

ング等）の支援を行っている で、言葉でも説明等してもら

いたいです

・助言、頂いています

日頃から子どもの状況を保護者と 94% 6% 0% 0% ・週に一度、一時間子供と ・今後も懇談を通して、丁寧

伝え合い、子どもの発達の状況や 一緒なので子供と付き合いな 　な話し合いを行い、共通理

課題について共通理解を持ってい がら今の私の思いや悩みをよ 　解を深めていきます

る く聞いてもらっています。

・どんなことでも相談にのっ

て下さり、アドバイスを頂け

るので、ありがたいです。

・通園の度に、こうしていっ

たらどうか等と言って頂いて

いる

・登園回数は少ないですが、

中身の濃い指導で、毎回課題

を整理できています。

定期的に、保護者からの子育ての 81% 6% 10% 3% ・先生との１対１の面談の場 ・療育時、療育後に適宜懇談

悩み等に対する相談に適切に応 を数ヵ月に１回あるとよいと を行っていきます

じ、必要な助言と支援を行って 思います。 ・療育中でも疑問に感じたこ

いる ・私は以前みやこ園に通園し とがあれば、担任にお尋ね

ていたので、一時間あっとい 下さい

う間で、まだ聞きたいことや ・父親実習は大歓迎ですので

お話したいことがたくさんあ お気軽に、担任にご相談下さ

るなと感じることもありま い。

す。先生は家での出来事など

よく聞いてくれます。

・通園の度に、こうしていっ

たらどうか等と言って頂いて

適
切
な
支
援
の
提
供
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いる

・家庭訪問で実際に生活の様

子を見て頂けるのは有意義で

有難いです

・父親が来る日を作ってほし

い

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

父母の会の活動を支援したり、保 53% 22% 19% 6% ・コロナで難しいと思います ・今年度は新型コロナ感染拡

護者会等を開催する等により、保 ・コロナの影響もありますけ 大防止対策のため、実施回数

護者同士の連携を支援している ど、講座や保護者の会などあ が減りましたが、来年度以降

るといいと思います。難しい は状況に応じて回数を増やし

かもしれないですけど ていきます

子どもや保護者からの相談や申入 75% 13% 3% 9% ・メールでも相談にのってい ・今後も丁寧に話を聞き、対

れについて、対応の体制を整備す ただけるため、課題解決に向 応していきます

るとともに、子どもや保護者に周 けてスムーズに動き出せるの ・職員会議等で、連絡方法を

知し、相談や申入れがあった場合 は助かっています。 周知徹底し、懇談や園だより

に迅速かつ適切に対応している ・行事予定、連絡等、担任か にてお知らせしていきます

らではなく母達から聞く事が ・進路については、具体的な

多い アドバイスを行い、保護者が

・進路などについて相談しや より良い判断ができるように

すいが、すべて保護者判断に 後押ししていきます

なっていて、どう考えればい

いか分からなかった。先生が

子どもと関わって、保育園だ

とこうなりそう、ろう学校だ

とこうなりそうとか、アドバ

イスがほしかった。

障害のある子どもや保護者との意 84% 13% 0% 3% ・活動の終わりに、今日のね ・今後も引続き、療育や懇談

思の疎通や情報伝達のための配慮 らいやポイントを簡単に話し を通して行っていきます

をしている ていただけると有難いです。

・丁寧な指導で大変助かって

います

定期的に会報等を発行し、活動概 75% 3% 3% 19%

要や行事予定、連絡体制等の情報

を子どもや保護者に対して発信し

ている

個人情報の取扱いに十分注意して 84% 3% 0% 3%

いる

緊急時対応マニュアル、防犯マ 59% 13% 0% 78%

ニュアル、感染症対応マニュアル

等を策定し、職員や保護者に周知

するとともに、発生を想定した訓

練を実施している

非常災害の発生に備え、定期的に 66% 3% 3% 28%

避難、救出その他必要な訓練を

行っている

子どもは通所を楽しみにしている 100% 0% 0% 0% ・今後も楽しく通園できるよ

うに、支援していきます

事業所の支援に満足している 97% 3% 0% 0% ・今後も満足していただける

支援を行っていきます
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※保護者からのご意見は、原文のまま記載しています


