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利用定員が指導訓練室等スペース 92% 4% 4% 0% ・個別の時は良いが 集団の ・活動内容に合わせた部屋

との関係で適切である 時には狭い部屋がある を選んでいきます

職員の配置数は適切である 24% 4% 0% 4% ・どの先生が何の専門なの ・職員の保有資格は、児童

か、どこに提示しているのか 指導員、保育士、言語聴覚

分かりません 士です。それぞれの専門性を

・先生がいつも声をかけて 生かし、連携して療育にあ

下さり、喜んでいます たっています

生活空間は、本人にわかりやすく 88% 12% 0% 0% ・部屋に動物の絵や数字で ・今後も分かりやすい工夫

構造化された環境になっている。 表してあり、わかりやすい をしていきます

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

生活空間は、清潔で、心地よく過 85% 15% 0% 0% ・部屋の床や洗面台はいつも ・はがせるカーペットを使

ごせる環境になっている。また、 きれいになっている 用していない２部屋に関し

子ども達の活動に合わせた空間と ・廊下が全体的に暗いです ては、修繕要望を出してい

なっている ・カーペット、じゅうたん等 きます

一部分はがせるものの方が

ありがたい（こぼしたり、

もらしたり…の時洗える）

アセスメントを適切に行い、子ど 96% 0% 0% 4% ・すみません、いただいて ・個別支援計画は作成し、必

もと保護者のニーズや課題を客観 いたか記憶がないです ずお渡ししていますが、これ

的に分析した上で、児童発達支援 まで以上に丁寧な説明をして

計画を作成している いきます

児童発達支援計画には、児童発達 77% 0% 0% 23% ・内容が難しい ・ガイドラインは閲覧できる

支援ガイドラインの「児童発達支 ・ガイドラインを読んでいな ので、職員にお気軽にお尋ね

援の提供すべき支援」の「発達支 いので 下さい

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

児童発達支援計画に沿った支援が 88% 8% 0% 4% ・時間が短いのでなんとも ・その時の園児の興味に合わ

行われている 言えない せた活動を行う中で、計画通

りの活動を実施しない日もあ

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 92% 4% 4% 0% ・同じようなことを繰り返す ・園児の発達に合わせ、繰り

う工夫している こともある 返しで積み重ねていくことも

・活動の選択肢が同じパター ありますが、変化や工夫した

ンになっているので　色々な 活動も取り入れながら行って

活動を組んでいただきたい いきます

です

保育所や認定こども園、幼稚園等 31% 8% 15% 46% ・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 機会は設けていないが、主に

活動する機会がある ３歳児以上は、地域の保育所

等への並行通園で交流を行っ
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ています

運営規定、利用者負担等について 96% 4% 0% 0%

丁寧な説明を行っている
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児童発達支援ガイドラインの「児 81% 4% 0% 15% ・個別支援計画は渡された ・ていねいに説明していき

童発達支援の提供すべき支援」の だけで説明はありませんで ます

ねらい及び支援内容と、これに基 した

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 100% 0% 0% 0% ・相談したことにていねい ・今後も具体的な保護者支援

から、保護者に対して家族支援プ に説明して下さる を行っていきます

ログラム（ペアレント・トレーニ ・「この場合は、こうすると

ング等）の支援を行っている 良い」と関わり方を教えてい

ただき、参考になります。

・個別に相談にのってもらっ

たり、先輩の声をきかせて

下さったり ありがたいです

日頃から子どもの状況を保護者と 100% 0% 0% 0% ・子どものちょっとした変化 ・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 にも気づいてアドバイスして な話し合いを行い、共通理解

課題について共通理解を持ってい くださる を深めていきます

る

定期的に、保護者からの子育ての 100% 0% 0% 0% ・面談の時間を毎回とって ・療育中でも疑問に感じたこ

悩み等に対する相談に適切に応 いただき、少しでも気になっ とがあれば、担任にお尋ね

じ、必要な助言と支援を行って たことをすぐに相談できるの 下さい

いる で、心強いです

父母の会の活動を支援したり、保 77% 11% 4% 8%

護者会等を開催する等により、保

護者同士の連携を支援している

子どもや保護者からの相談や申入 88% 4% 0% 8%

れについて、対応の体制を整備す

るとともに、子どもや保護者に周

知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応している

障害のある子どもや保護者との意 92% 0% 0% 8%

思の疎通や情報伝達のための配慮

をしている

定期的に会報等を発行し、活動概 81% 0% 4% 15%

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 88% 0% 0% 12% ・個人情報について、事前 ・今後も個人情報の取扱いに

いる に確認をとってくださり、 は、留意していきます

十分注意していただいている

と、感じました

緊急時対応マニュアル、防犯マ 73% 8% 0% 19% ・マニュアルは入園時に説明 ・マニュアルについてのご質

ニュアル、感染症対応マニュアル をうけたのみ 問等はいつでも職員にお尋ね

等を策定し、職員や保護者に周知 下さい

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 81% 0% 4% 15%

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 88% 12% 0% 0% ・はりきって出かけている ・今後も楽しく通園できるよ
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・毎週楽しく通園できてい うに、支援していきます

ます

事業所の支援に満足している 92% 2% 0% 0% ・成長が目にみえてわかり ・今後も満足していただける

ありがたく思います 支援を行っていきます

※保護者からのご意見は、原文のまま記載しています
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