保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
事業所名

児童発達支援センターこじか園

保護者等数（児童数）

55
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ

1 れている

2 職員の配置数や専門性は適切である

はい

89.1%

78.2%

どちらとも
いえない

10.9%

18.2%

いいえ

3

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。また、子ども達の活動に合
わせた空間となっている

90.9%

9.1%

されている

55

100.0%

ご意見

ご意見を踏まえた
対応

0.0%

・基準は満たしているスペースで
すが、出席人数が日々違うため
出席人数が多い日は、狭さを感じ
る日もあると思われます。限られ
たスペースを有効活用しながら取
り組みますのでご協力をお願いし
ます。

1.8%

・知的障がいに関する
専門性を高めてほし
い。
・親子分離で保育活動
する時は他の子に手を
出してしまう子どもには
目を離さずついてほし
い。手を出された方も
出した方の保護者も気
まずい。
・何人対何人が標準な
のか他の施設を利用し
たことがないのでわか
1.8%
らない。
・スタッフのレディネス
がよくわからない。
・マネージメント、コー
ディネート力については
個人の力量が大きいと
感じる。ニーズが多いよ
うなので、多職種の相
互乗り入れ型の構造も
必要となっているかと
感じた。
・時と場合により、もう
少し多いと有難い。

・職員数の基準は満たしています
が、出席人数が大幅に違うため、
職員が少ないと感じる日もあると
思われます。
・分離保育は、見守りのできる体
制の時に行うなどの配慮をしてい
きます。また、各種研修等を通じ
て専門性の向上に努めて参りま
す。

0.0%

・部屋の名前の絵カー
ドが子どもの目線より
高いので、子どもには
見えにくいかもしれな
い。
・食事前の手洗いやお
0.0%
むつ替えが混んでい
て、なかなかおむつ替
えができない。
・もう少しシンプルな何
もない部屋があるとい
い。

・部屋の名前カードは小さいもの
を部屋の入口の下方に貼ってい
ますが、子ども達の手が届き剥が
れていることもあるため、張り直し
をしていきます。
・食事前の手洗い場所は混雑し
やすいため、必要に応じてマット
等を利用しておむつ交換ができる
場所を準備していきます。お困り
の時はお声かけください。

・部屋数に限りがあり、物のない
部屋の設定が難しい状況です
が、「みかん」の部屋は出来る限
り物を置かず、戸棚の玩具も見え
ないようにして、使用しています。

94.5%

3.6%

0.0%

・もう少しシンプルで何
もない部屋があるとい
1.8% い。
・前回の評価から対策
はされていると思う。

96.4%

3.6%

0.0%

0.0%

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に

5 分析された上で、児童発達支援計画が作成

割合

・どれ位が標準なのか
わからないが、今ある
範囲で工夫してもらって
0.0% いる。
・日によって人数が多
い日は動きづらさを感
じる。

環
境
・
体
制
整
備

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。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

わから
ない

回収数

チェック項目

6

適
切
な
支
援
の
提
供

7

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

児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

活動プログラムが固定化しないよう工夫さ

8 れている

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

92.7%

87.3%

81.8%

どちらとも
いえない

3.6%

10.9%

16.4%

いいえ

わから
ない

0.0%

1.8%

・親がこうして欲しいと
伝えればきちんと動い
てくれる。親は子どもの
ためにも支援計画に
0.0%
沿って支援がなされて
いないと思ったら、困っ
ていることを勇気をもっ
て相談することも大事。

・担当保育士が保護者から聞き取
りを行って計画を立て支援してい
ますが、お困りなことや支援が不
足していると感じる場合は遠慮な
くお申し出ください。

1.8%

・日々の保育は出席状況をみて、
グループ決めをしてから、保育内
容の決定をしています。様々な課
題に取り組む中で発達を促してい
けるように、今後も工夫と改善を
図っていきます。

0.0%

・コロナのため難しいと
思う。
・コロナ禍で出来るだけ
多くの工夫をしてくれ、
20.0%
とても有意義に過ごせ
ている。
・個人的には必要な
い。

16.4%

10 明がなされた

94.5%

5.5%

0.0%

0.0%

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
11 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

94.5%

5.5%

0.0%

0.0%

保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ

いて共通理解ができているか

・保育園や幼稚園等と併行利用し
ている園児も多く在籍しており、こ
じか園としての交流の機会は設
定できていないため、今後検討し
ていきます。

・入園時の契約の際にお伝えして
います。

・園生活そのものに反
映されている。

83.6%

10.9%

1.8%

・まだ受けたことがな
い。 ・実施する曜日が
固定されており不公平
と思う。（講座も）
・相談しても全てアン
3.6%
ガーマネジメントで終わ
らせていると思う。
・対象年齢ではないが、
親にとっても学びの多
い集団生活です。

90.9%

7.3%

0.0%

1.8%

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

13 い、子どもの健康や発達の状況、課題につ

ご意見を踏まえた
対応

・将来を見据えて相談員や臨床心
理士等との連携もとりながら具体
的な支援が出来るようにしていき
ます。
・保育グループを掲示しているホ
ワイトボードに、当日の主な保育
内容を記入していくことにします。
他グループの保育内容の確認が
できることで年齢別の活動内容及
び支援内容の目安になると思い
ます。

21.8%

12 ント・トレーニングiv等）が行われている

ご意見

・障がいを抱え、一生涯
を通じて生きる中での
児童としての今につい
てのアセスメントの視点
（社会的、地域的特徴
を踏まえた）についても
3.6% う少し教えてもらえれば
うれしい。満足してい
る。
・年中、年長になった時
の支援がどのようなも
のかを事前に知らせて
くれるとうれしい。

41.8%

運営規程、利用者負担等について丁寧な説

適
切
な
支
援
の
提
供

はい

・今後も各児に合わせた支援計画
書を作成し、わかりやすい説明を
行っていきます。

・ペアレント・トレーニングは年長
児の保護者を対象に実施してい
ます。全員対象としては保護者講
座として年に２回講座を実施して
います。
・ペアレント・プログラムは年中児
の保護者（希望者）対象とＳＳＰ保
護者（希望者）対象に行いました。
実施日は参加対象者が参加しや
すい日を選び設定しています。
次年度も対象者が参加しやすい
日程を調整していきますが、全員
参加できる日程を組むことは難し
いため、ご協力をお願いします。

・ありがとうございます。気になる
・よくやってもらっている
ことなどありましたら、ご遠慮なく
ので感謝している。
お声かけ下さい。

適
切
な
支
援
の
提
供

チェック項目

定期的に、保護者に対して面談や、育児に

14 関する助言等の支援が行われている

はい

どちらとも
いえない

いいえ

89.1%

9.1%

1.8%

76.4%

9.1%

0.0%

わから
ない

ご意見

ご意見を踏まえた
対応

・悩んだ時に直ぐに相
・今後も個別の面談や助言など
0.0% 談に乗ってくれてありが
行っていきます。
たい。

父母の会の活動の支援や、保護者会等の

15 開催等により保護者同士の連携が支援され

14.5%

ている

90.9%

3.6%

0.0%

・対応は早い。
・個人の力量と采配が
・今後も相談には早急に対応する
大きく、相談する側はあ
5.5%
ようにしていきます。ご遠慮なくお
りがたく思っている。負
申し出ください。
担をかけているようで
心配になる。

17 達のための配慮がなされている

87.3%

3.6%

1.8%

7.3%

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
18 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

85.5%

1.8%

0.0%

19 個人情報の取扱いに十分注意されている

89.1%

3.6%

0.0%

7.3%

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
20 周知・説明されている。また、発生を想定し
た訓練が実施されている

81.8%

3.6%

0.0%

14.5%

80.0%

7.3%

0.0%

12.7%

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、
16 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
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝

非
常
時
等
の
対
応

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救

21 出、その他必要な訓練が行われている

22 子どもは通所を楽しみにしている

85.5%

9.1%

85.5%

9.1%

・利用開始当初に個人情報の同
意書に署名をいただき、取り扱い
は十分な配慮をするようにしてい
ます。

・避難訓練を毎月１回実施してい
ます。

0.0%

・本人の反応がわから
ないが、楽しんでいる
部分と我慢している部
分がありそう。
・先生によっては言葉
5.5%
の指示だけされて困惑
して楽しめてなく、指導
内容の説明がない。
・毎日、楽しみにしてい
る。

・指導内容の説明が不足しないよ
うに注意し、こじか園に来ることが
楽しみになるように努力していき
ます。

0.0%

・家庭や保育園ではで
きないことをしてもら
い、それが家庭へつな
がっていてありがたい。
・行事や講座など特定
5.5% の曜日で行われており
公平性が感じられな
い。
・心身共に支えられた。
親子とも育ててもらって
いる。

・今年度はコロナ関連で行事等は
縮小や中止する事が多くありまし
たが、実施方法を検討しながら少
しでも経験できるように取り組ん
できました。
・各児童の登園曜日が違うため、
行事の曜日は分散して設定はし
ていますが、全員が参加しやすい
日程に設定することは難しい状況
です。少しでも多くの園児が参加
できそうな日程を検討していきま
す。

満
足
度

23 事業所の支援に満足している

・園だよりは行事の紹介写真が多
・園だよりの写真を日々
いかと思われるため、日々の保育
12.7% の保育活動の様子を載
活動の写真も掲載していくように
せてほしい。
します。

〇この「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。

