
公表：２０２３年３月２４日

事業所名　関市西親子教室　 　保護者等数（児童数）：59人 　回収数：51人　割合：86％

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確保され
ているか

100% 0% 0% 0%

・とても広く思いきり走り回れるスペースが良く、環境
が整っている。
・床も滑りにくく段差もなく安全に過ごせます。子ども
が進んで興味を持つよう工夫されている。
・人数が多いときでものびのびと遊べていいと思い
ます。

・室内の広いスペースを有効的に利用し、ダイナミックに身
体を動かして活動できる内容を今後も考えます。
・子どもの動きや活動内容に合わせて、遊具の配置、ス
ペースの確保を考えています。
・ダイナミックな活動やじっくり取り組む活動など活動内容
によって、部屋を使い分けています。
・今後も園庭等、戸外のスペースも有効活用し、活動内容
の充実を図っていきます。

2

職員の配置数や専門性は適切であるか

90% 0% 2% 8%

・職員が少ないために利用回数を制限されている。
通所希望者と職員の人数があっていない。
・悩みに対していろいろなアドバイスをいただいて助
かっている。
・どの先生も大変子どもたちによくしてくださいます。
・息子にとって適切だと思っています。
・1対1で関わって頂き児童に合わせた対応をしてい
ただいている。
・先生がどの専門性があるのかわからなくて。

・今年度は利用回数を制限することがあり申し訳ありませ
んでした。継続して職員確保に努めます。
・保護者からの相談がある際には、療育以外に時間を設け
るなど、親子の実態に合わせて対応します。
・皆さんと心の通い合う対応ができるよう心掛けます。
・様々なニーズを持つ子どもや保護者が利用しています。
全ての職員が個々のニーズに応えられるよう、それぞれの
職員の持っている知識やスキルを交流したり、それぞれの
職員の専門性を生かした研修を日々積み重ねています。

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

96% 0% 0% 4%

 ・子どもたちにもわかりやすく使いやすい環境だと
思います。
・見やすく片付けやすくなっています。
・スペースごとに用途が分かれているのでいいと思
います。

・今後も子どもにとって分かりやすくなるよう、物の配置や
表示の仕方など工夫します。
・おもちゃの棚にイラストをつけて探しやすくしたり、おもちゃ
を片付ける場所に「おもちゃの家」を設置し片付けやすくし
ています。
・職員ごとに靴箱やロッカーなどの色分けし、文字がまだ読
めない子どもでもわかりやすくしています。

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

98% 2% 0% 0%

・よく掃除、整頓されています。
・いつもしっかり消毒や清掃をしてくださり大変きれ
いです。
・きれいですし、スペースごとに分かれています。

・清潔で心地よく過ごせる環境を維持するために、引き続き
毎日掃除や消毒を行います。
・感染症対策として、使用した遊具やドアノブ等のアルコー
ル消毒、空気清浄機やサーキュレーターの利用、換気も
行っています。
・今後も子どもの特性や活動内容に合わせて環境設定を
行っていきます。

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 98% 2% 0% 0%

・懇談にてよく話し合い、具体的に支援計画を作成
していただけます。
・モニタリングをもとにしっかり計画を立ててくださっ
ています。
・聞き取りを定期的にやってもらえています。

・今後も面談やモニタリングなどを行う中で保護者の思いを
伺い、子どもの実態の捉えを保護者と共に行いながら、分
かりやすい計画が作成できるよう努めます。

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

86% 2% 0% 12%

・家庭での様子、家族との関わり、園のことなど状況
をよく聞いて支援計画を作っていただき、ありがたい
です。
・これからどうしていくかなど、具体的にお話の上、
活動してくださってます。
・子どもが好きな遊びをしながら丁寧に関わってくだ
さいます。

・親子の実態に合わせて、「発達支援」、「家族支援」、「地
域支援」の三つの視点で支援目標を設定し、それぞれの目
標に対する具体的内容を考え、支援計画を立てています。
・支援計画の内容についてわかりやすい説明となるよう努
めます。

7

児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

88% 6% 0% 6%

・小さな変化や成長をよく見て支援してくださいま
す。
・計画にしっかり沿った支援をしていただいていま
す。

・支援計画に基づき、療育内容や関わりの意図の具体化を
図り、支援ができるよう努めます。
・お子さんの様子を保護者と共有する中で、成長や変化を
共に確認していきます。

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

92% 6% 0% 2%

・子どものやりたいことを尊重しながらその中で工夫
してくださいます。
・毎回、いろいろな遊びや活動を考えて工夫してくだ
さいます。
・おもちゃや出ているものが変わっていることで固定
化してない気がする。
・どんな活動をしてほしいか聞いてもらえます。

・今後も子どもの興味や発達を把握し、保護者と相談し、教
材研究や活動内容の工夫に努めます。

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

80% 18% 0% 2%

・ここで友達ができて、コミュニケーションの場になっ
ています。
・子どもに合わせて無理のない範囲で交流できてい
る。
・同じ時間帯に同年代の子どもが多くいて、交流しな
がら活動いただいてます。
・クリスマス会等行事の時だけでなく普段の療育に
おいても先生が仲介してくださることで他児と交流で
きた。

・3歳児以上は保育園、幼稚園へ入園し、交流を持つことが
できています。保育園、幼稚園への未就園児についても、
入園に向けて保護者と共に園見学を行い、保育園、幼稚
園の子どもとの交流の機会を持っています。
・療育の中で、公園や児童館を利用し、地域の子どもと関
わる機会を大切にしていきます。

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 98% 2% 0% 0%

・丁寧にご説明いただきました。
・大丈夫です。

・いつでも閲覧できるよう配置して、職員から声かけしてい
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

94% 0% 2% 4%

・いつも助けられています。
・丁寧な説明で親としても生活の中で気にしたいこと
や、取り組めることの気づきができてありがたかった
です。
・説明されています。

・支援計画作成前後に合わせて、保護者の方に時間を作っ
て頂き、面談を行い、支援内容について説明させていただ
いています。面談が行えない時には、療育時間に話をする
時間を作るよう努めます。

12

保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ
ント・トレーニング等）が行われているか

86% 14% 0% 0%

・職員さんたちの接し方は大変わかりやすく、子ども
だけではなく親も学ぶ場面が多いです。
・ノートを利用して子どものことをより深く知れてい
る。
・保護者が気付きにくいところもアドバイスしていた
だけている。
・丁寧に説明されています。

・保護者と共に考えることを大事にしています。保護者と活
動を共にすることで保護者と療育者がお互いに気付いたこ
となど伝え合い、共通理解できるよう努めます。
・子どもから学ぶ姿勢を大切にしています。目先の子どもの
行動の改善に視野を狭めることなく、子どもの行動の意味
や気持ちを広い視点で分析し、具体的な対応を考え、保護
者と共に取り組みます。
・今後も保護者のニーズを伺い、個別的、具体的に対応し
ていきます。

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

98% 2% 0% 0%

・日々の様子をよく伝え、聞いてくださいます。園訪
問や交換ノート等もあり、園の先生への理解もあり
ます。
・定期的に先生と話す面談があり、不安なことも話
すことができるので、ありがたいです。
・その都度気になったことや悩みを相談できる関係
を先生が作ってくださり感謝しています。
・療育時と電話にて話しています。

・子どもの状態について保護者と共通理解できるよう、日々
の療育内容についてお話しします。
・職員から保護者へ声をかけ、保護者が職員と話がしやす
くなるよう努め、保護者との関係づくりを大切にします。ま
た、面談の時間の確保についても調整しています。
・子どもの実態や状態に合わせて、事前に活動内容や療
育時間を決めています。療育時間の過ごし方が、お子さん
の実態や保護者のニーズに合っているのか、確認し合って
いきます。

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

92% 6% 0% 2%

・定期的にモニタリング等していただいてます。
・数回家族関係の話をきいてもらっての助言に助
かっています。
・育児に対して助言はもちろん今後に向けての対応
策なども助言していただけている。

・個々の状態に合わせて、面談や助言の機会を持っていま
す。また、支援計画作成前後に面談を行えるよう、時間の
調整を行っていくよう努めます。
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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

68% 12% 0% 20%

・同じくらいの子どもを持つ親同士がかかわれる機
会を紹介してくださいます。
・イベントを開催していただいたり支援いただいてま
す。
・交流会など開催されています。
・父親がもう少し参加できるようになるともっといいと
思う。

・役員会が定期的に開催され、行事や療育への感想、意見
を頂き、行事の計画や見直しなどに活かすと共に、報告書
が掲示されています。親の会活動を通して保護者同士の
連携ができるよう、職員が橋渡しをし、サポートします。
・親の会と共催して行事を行っています。行事に参加しなく
ても、行事の準備を一緒に行うなど、保護者同士の交流が
持てる機会を親の会と共に行っています。
・役員会で保護者が交流できる方法の意見を求め、「つぶ
やきコーナー」の掲示板を役員さんが作成して下さいまし
た。利用しやすいよう、保護者への周知に努めます。
・父親の療育への参加が増えています。父親同士が交流
できる場などを検討していきたいと思います。

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

88% 2% 0% 10%

・職員さんたちで連携して対応してくださいます。
・親側の要望もしっかり聞いていただいてます。
・日々活動や空間がよりよくなっている。
・相談しやすい環境です。

・担当職員以外との相談も可能です。相談内容によって適
切な職員が相談をお受けしています。また、相談申込み箱
も設置しています。周知に努めます。
・各職員の資格や特技、知識を生かし、様々な保護者と多
くの職員が話をする機会が持てるように考えていきます。
・保護者が気になっていることなど相談しやすいように、日
頃から丁寧に保護者の話を聞いていきます。

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

98% 0% 0% 2%

 ・ご配慮いただいてます。
・お電話していただけて情報を伝えていただけてい
ます。

・子どもの特性に合わせたコミュニケーション手段や保護者
に分かりやすい表現ができるよう配慮しています。
・現在行っている配慮の内容について、皆様に分かりやす
くなるよう、発信をしていきます。また、必要な配慮について
のご意見も求め、取り入れていきます。

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

72% 12% 0% 16%

・掲示板に都度、情報提供があります。
・ご案内いただいてます。
・なかなか見る時がありません。
・通信、ホームページ等あまり確認できていない、行
事予定などがもう少し早くわかると助かると感じま
す。

・ホームページについては、今回の事業所評価についても
掲載をします。５０周年記念事業に関わる動画を配信して
います。皆さんにお知らせし、ホームページを見て頂く機会
にしていきたいです。
・通信の掲示の時期について、なるべく早くに行事の案内
が出来るよう、見直していきます。職員から保護者へ声を
かけ、掲示の案内をさらに心がけます。
・必要な方に掲示物をお渡しできるよう準備し、またお渡し
できることを周知していきます。
・多くの人が利用しやすい情報伝達手段を今後検討してい
きたいです。

19

個人情報の取り扱いに十分注意されている
か

98% 2% 0% 0%

・十分配慮いただいてます。
・写真を載せてもいいか等必ず確認していただけま
す。

・契約書にも明記し、個人情報の取り扱いに注意をしてい
ます。また、施設内の掲示物等でも個人情報への配慮をし
ています。
・個人情報の取り扱いに対し、現在行っている配慮の内容
を具体的に皆様に発信していきます。

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。 82% 4% 0% 14%

 ・実施されていると伺っていますがその日に当たっ
たことがないのでわかりません。
・訓練や説明の時間があります。
・緊急時等のマニュアルについてもしっかりご指導い
ただいてます。
・マニュアルは紙でもらっていますし、訓練も定期的
にやってらっしゃいます。

・各種マニュアルをいつでも閲覧できるよう配置していま
す。マニュアルがあることを周知していきます。
・療育安全マニュアルに緊急時対応、防犯、感染症等それ
ぞれの項目がわかりやすくなるよう、タグを付けました。
・新型コロナ感染対策について、月通信、ほけんだよりにて
お知らせしています。保護者のみなさんが分かりやすいよ
うに掲示していきます。

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

78% 2% 0% 20%

・参加していないので不明。
・避難経路などしっかり訓練いただいてます。
・訓練には参加できなくても詳しく説明してもらえた。
また、避難のルールを近くで歩いているときにも教え
てもらえた。

・避難経路について各部屋の見やすい位置に分かりやすく
掲示しています。
・年間行事予定にて避難訓練の記載をし、避難訓練開催
前に、実施日を掲示し周知出来るよう努めました。避難訓
練後、訓練の様子を写真付きで、通信にて報告していま
す。
・避難訓練に参加できない親子さんに、療育時間の間にお
伝えするなど、周知していきます。

22

子どもは通所を楽しみにしているか

98% 2% 0% 0%

・毎回の日を楽しみに気合を入れています。
・毎回駐車場に着くと、今日はここだ！！という感じ
で喜んでいます。
・月2回になってしまってこども自身も残念に思うほ
ど、楽しみにしています。
・毎週楽しみにしており、通所の前日、当日はいつも
より落ち着きも見られている。
・帰りたくないと意思表示するくらい楽しみにしてい
ます。

・今後も、子どもたちが、先生や保護者の方と何で遊ぼう、
どんな遊びをしよう、どんな友だちと遊ぼうなど、活動内容
や、職員との関わりを期待して通所できるよう努めます。ま
た、保護者の方が子どもとの時間を楽しめる活動内容を考
えたり、うれしかったことや悩みなどを話すことができる雰
囲気づくりに努めます。

23

事業所の支援に満足しているか

100% 0% 0% 0%

・大変満足しています。
・いつもありがとうございます。
・保護者（自宅）で気付かない子どもの表情が見ら
れて満足。
・子どもも楽しみにしていますし、とてもよくして頂い
ています。

・子どもの興味や持っている力、成長した姿などを保護者と
共に見つけることを大切にしていきます。また、現在の子ど
もの力から、発達の見通しについて考えます。
・今後も親子のニーズや保護者の思いを伺いながら、丁寧
な対応を心がけていきます。

ご意見を踏まえた対応

・療育時間でのお話し会を計画しています。就学や就園に
ついて話を聞く会では先輩お母さんに来ていただき話を聞
かせていただきました。今後も交流する機会をつくりたいと
思います。役員会時に保護者同士で交流できるように親の
会と一緒に検討しています。

・大変申し訳ございませんでした。その都度、状況や双方
のお子さんと保護者の方の思いを把握し、保護者の方に
十分な説明を行うよう、今後も努めてまいります。職員間で
も情報を共有し関わりについて振り返りを行い、療育内容
を充実し安心して過ごしていただけるように努めてまいりま
す。

・今後も、親子で楽しく遊ぶ時間となるよう、活動内容やあ
そびを考えます。また、子どもの成長した姿やうれしい姿を
保護者の方と共有しながら、子育ての悩みや子どもへの関
わりについてなど、保護者の方の思いをじっくり聞かせてい
ただき、ともに考えていきたいと思います。

・今後も、子どもたちが、先生や保護者の方と何で遊ぼう、
どんな遊びをしよう、どんな友だちと遊ぼうなど、活動内容
や、職員との関わりを期待して通所できるよう努めます。ま
た、保護者の方が子どもとの時間を楽しめる活動内容を考
えたり、うれしかったことや悩みなどを話すことができる雰
囲気づくりに努めます。

・一度、他の利用者の子どもから顔面をたたかれたことがありました。謝罪を望んではいませんが、その子の親はこのことを知っています
か？その子のためにも、よくないことだということは教えていくべきなのではと思いました。（すでにそうしてみえるなら申し訳ありません）

・親の私では気付かない変化や息子への対応方法を考えてくださってありがとうございます。
・仕事でずっといることができなのですが、配慮していただきいつも助かっています。もうすぐ卒業なのでさみしいです。
・子どもと一緒に外で砂場で遊んだり、いろんな遊具で体当たりで頑張って支援してくださり頭が下がります。とても感謝しております。
・親の不安な気持ちを察して面談してくださり心の支えになってくださりとても助かっています。
・娘にも居場所があって親としてとてもうれしいです。毎回あたたかく迎えてくださるし最後まで娘のことを大事に思ってくれているなとわかる
のでこれからも通いたいと思います。
・いつもありがとうございます。先生方の話しかけ方、対応の仕方を見て、本人にどう接すると伝わりやすいかいつも学ばせていただいていて
助かっています。

・通園してまだ半年経ってないので、まだわかってない部分もありますが子どもが親子教室へ行くのを楽しみにしているのでとてもありがたい
です。
・親子教室に行くことがうれしいようで駐車場に着くとにこにこになります。
・いつも親子共々教室に行くことをとても楽しみにしています。親身に相談に乗ってくださったり、子どもたちと遊んでくださりありがとうござい
ます。
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○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。

※その他、親子教室に関するご意見がございましたらご記入ください。どんなことでも結構です。

・他の親子（保護者）との意見交換できる場がもう少しあるといい。同じ悩みを持たれている方の話や、違った悩みも聞けると、子育ての参考
になることがあった。


