
公 表 ：　令和 ４年４月１８日

㈱椿の会　第二ちとせくらぶ 保護者等数（児童数）　9人 回収数  ９ 割合　　１００％

 

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 100% 0% 0% 0%

広い吹き抜けの空間は外活
動ができない条件時でも体
を動かすことが可能で良い

今後も子供たちが安全に楽しく活
動出来るように工夫していきます

②
職員の配置数や専門性は適切である
か

67% 22% 0% 11%

・子どもからの情報なので、
適切かの判断が難しい
・先生方の紹介写真があれ
ば良い

年度初め、職員の入れ替わり等
があった場合は先生紹介をおた
よりで配信していきます

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か。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か 89% 0% 0% 11%

・見学の際に見せてもらい
適切でした
・学習部屋やクールダウンの
お部屋があって良いなと思
いました

④
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせ
る環境となっているか。また、子ども達
の活動に合わせた空間となっているか 78% 22% 0% 0%

最近は実際に中に入ること
がない為どちらとも言えない

毎日子ども達が帰宅後清掃・消
毒をおこなっています

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 100% 0% 0% 0%

とても親切で子どものことを
よく見てくれ、それが計画に
反映されている

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 100% 0% 0% 0%

⑦
児童発達支援計画に沿った支援が行
われているか 100% 0% 0% 0%

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 89% 0% 0% 11%

親子共々、四季に応じた学
習体験のプログラムが楽し
みである

毎月イベント会議を実施していま
す。今後も様々な体験活動を取り
入れていきます

⑨
保育所や認定こども園、幼稚園等との
交流や、障害のない子どもと活動する
機会があるか 44% 11% 0% 44%

コロナ禍の為、多くを期待で
きない

コロナ禍もあり難しい現状です

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か 100% 0% 0% 0%

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 100% 0% 0% 0%

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 44% 22% 0% 33%

送迎時トラブル等の説明を
してもらい参考にしています

引き続き保護者様のお話に耳を
傾け、一緒に問題を解決させてい
ただきます

⑬
日頃から子どもの状況を保護者と伝え
合い、子どもの発達の状況や課題につ
いて共通理解ができているか 100% 0% 0% 0%

どう過ごしていたか教えてく
れ、子どもの課題を理解、
対応し教えてくれる

引き続き対応させていただきます

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 89% 0% 0% 11%

分からないこと、困っている
ことを相談し話を聞いてくれ
て、安心できる対応です

引き続き対応させていただきます

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

0% 11% 56% 33%

・父母の会の活動の有無は
承知していない、そのような
会の必要性についてもわか
らない
・コロナ禍の為難しい

コロナ禍もあり難しいのが現状です
が、年１回のお祭り等で保護者様
が参加できるイベントは継続してい
けるように感染対策をしっかり行
なっていきます

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 89% 0% 0% 11%

・いつも相談できる対応で話
しやすい雰囲気
・すぐに対応できており連絡
もとれる体制ができている

引き続き対応させていただきます

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 78% 0% 0% 22%

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

89% 11% 0% 0%

⑲
個人情報の取扱いに十分注意されて
いるか 89% 0% 0% 11%

写真を載せたくないと伝え
対応してくれる

引き続き対応させていただきます

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等を策定し、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 22% 0% 0% 78%

実際に行われているかどう
かわからない

改めて資料を配布または配信さ
せていただきます

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 0% 0% 0% 100%

実際に行われているかどう
かわからない

定期的に避難訓練を実施してお
ります。おたより・連絡帳でわかり
やすくお伝えしていきます

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか

100% 0% 0% 0%

・通所の目的は達成されて
いる(縦割りでの育ち合い）
・子どもは先生たちのことが
大好き
・早く行きたい、やめたくない
と話している

大変嬉しく思います。引き続き子
ども達が通いたいと思ってもらえる
様に精進して参ります

㉓ 事業所の支援に満足しているか

100% 0% 0% 0%

・保護者の思いに寄り添って
もらいありがたい
・とても満足している
・多くの行事があり楽しんで
帰ってくる

大変嬉しく思います。引き続き子
ども達の療育の為勉強し、寄り
添っていきますのでよろしくお願い
致します

 
○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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