
公表：　２０２３年　３月　２4　日

事業所名　　関市中央親子教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    保護者等数（児童数）１３１　　　　　回収数　　１１９　　　割合　　　　９１　％

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

99% 1% 0% 0%

・広いスペースでのびのびあ
そべる。
・スペースにあったあそびが
準備されている。
・興味をもったあそびに子ど
もが密集することがある。

・密にならないように広い空間を確保した
環境設定を行います。
・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
考えます。
・密集した時は、場所を移動する、他のあ
そびに誘う、などの提案をさせていただき
ます。

2
職員の配置数や専門性は適
切であるか

84% 7% 2% 7%

・ひとりの子どもにひとりの先
生がついてくれて手厚い。
・急増している利用者を受け
入れる努力をされている。
・療育回数が減り、子どもが
ぐずることがある。
・利用者数が増えているので
先生も増えるといい。
・週１回通いたい。
・他の子どもが何度か私（記
入者）にぶつかった時があっ
たが、その子どもの先生は
気づいてなかった。

・今年度は、療育回数の見直しにご協力
いただき、ありがとうございます。できるだ
け療育回数を制限することがないように、
継続して職員確保に努めます。
・様々な親子のニーズに応えられるよう、
必要な研修を受講したり、療育実践を積
み重ねます。それぞれの職員の持つ専門
性や知識やスキルを用いた療育を行い、
高め合います。

・ご迷惑をおかけしました。療育者は子ど
もと気持ちを通わせ目を離すことなく、安
全に配慮することを職員間で確認します。

3

生活空間は、この部屋で何
をするのか、机や本棚の配
置など、子ども本人にわかり
やすい環境になっているか。
また事業所の設備等は、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

93% 4% 0% 3%

・毎回遊具やあそぶ物が変
わり、新鮮な気持ちになる。
・玩具を片付ける場所が分
かりやすくしてある。
・掲示物の内容が分かりや
すい。
・当月、来月のスケジュール
（行事等）などを前もって目
立つところに掲示してほし
い。
・車寄せに屋根が欲しい。
・トイレに大きい子ども用の
オムツ変えベットが欲しい。

・子どもの興味に合わせ、遊具等の配置を
検討しています。片づけも療育の一環と考
え、子どもにとってわかりやすい環境を考
えます。
・月通信等、掲示の仕方については、今後
も見直していきたいと思います。
・車寄せや現在あるおむつ交換台につい
て、ご不便をおかけしております。現在の
スロープを約１０年前に設置した際に、建
築基準法の関係で屋根についても現在の
形となりました。できる限り工夫させていた
だきます。オムツ交換については、スペー
スの設置を検討し、お手伝いさせていただ
きます。

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%

・子どもの活動に合わせて配
置されている。
・手に触れるものひとつひと
つまで清潔に保たれている。
・きれいに片付けられている
ので玩具が置いてある場所
を覚えやすかったり、見つけ
やすい。

・今後も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。
・サーキュレーターを利用した換気も行っ
ています。
・子どもの特性や活動に合わせた環境設
定を行います。

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

99% 1% 0% 0%

・子どもに合わせて、一緒に
考えて作成されている。
・子どもの成長と家庭の状況
も含めて、支援の方法をいろ
いろと考えてもらえてありが
たい。

・児童発達支援計画を作成にあたり、モニ
タリングシートや保護者の話をじっくり聞き
ながら、親子のニーズを捉えます。また、
相談支援専門員や児童発達支援管理責
任者、担当療育者、園など、関係機関より
必要な情報を得ながら、支援会議を行い
ます。

6

児童発達支援計画は、「発
達支援」、「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

99% 1% 0% 0%

・子どもの姿に合わせて具体
的に設定されている。
・もう少し、家庭でどのように
接すればよいかアドバイスが
ほしい。
・地域支援とは、どんなことで
すか。

・園、家庭、療育の様子から、家庭でどの
ような取り組みができるか、一緒に考えさ
せていただきます。必要に応じ、園の先生
を交え、面談を行うこともあります。
・「地域支援」とは、地域で過ごしやすくな
るための支援と考えています。

環
境
・
体
制
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保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）



7
個別支援計画に沿った支援
が行われているか

99% 1% 0% 0%

・最近は他の利用者さんとコ
ミュニケーションを取りながら
あそぶことができ、計画通り
だと思う。
・個別支援計画に沿って療
育は行われています。しか
し、子どもの興味が移りやす
く、計画の通りとならない場
合もあります。

・子どもの様子を保護者と共有する中で、
成長や変化をともに確認していきます。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。
・支援計画は、親子の実態やニーズに合
わせ、見直しを行います。

8
活動の内容が固定化しない
よう工夫されているか

98% 1% 0% 1%

・好きなあそび、興味のある
ことから発展させてあそびを
考えてもらっています。
・季節の行事が行われてい
て良いと思います。

・今後も子どもの興味関心、発達に応じた
活動内容を保護者と相談しながら考えま
す。
・教材研究や活動内容の工夫に努めま
す。

9
保育園や幼稚園等の子ども
と交流する機会があるか

86% 10% 0% 4%

・興味のある子ども同士療育
日を合わせて交流する機会
がありました。
・子ども同士の交流をしてほ
しいという親の思いに合わせ
対応してもらっています。
・コロナ禍で交流が少なく
なっています。

・子ども同士の興味関心に応じて他の子
どもと交流できるように療育内容を考えて
います。
・未就園の場合、園に出向き交流する機
会を設けています。
・公園など、社会資源を利用しながら地域
の子どもと関わる機会を考えます。
・感染対策を行いながら、交流する機会を
つくっていきます。

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%

・受給者証についてや、他の
事業所の利用についても説
明してもらえました。
・個別に丁寧に対応しても
らっています。

・いつでも閲覧できるように、プレイルーム
の前に掲示しています。
・丁寧な説明を心がけます。

11
個別支援計画書を示しなが
ら、支援内容の説明がなさ
れたか

100% 0% 0% 0%

・丁寧に説明してもらってい
ます。

・今後も個別支援計画書の内容について
わかりやすく説明ができるよう努めます。

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

93% 4% 0% 3%

・相談したことに対して、アド
バイスしてもらったり、親身に
なって聞いてもらえます。
・担任との話で子どもとの接
し方、褒め方について学ぶ
機会になっています。

・保護者に療育に参加していただいたり、
面談の機会やノートの活用を通して、保護
者と療育者がお互いに気づいたことを伝
えあい、共に考えることを大切にしていま
す。
・必要に応じて保護者と話す時間を作るな
ど今後も子どもとの関わり方を一緒に考え
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%

・ノートの交換をしています。
・療育の時に、子どもの様子
を共有したり、不安に思って
いることなども話すことがで
きています。
・療育の中では担任の先生
とゆっくり話す時間がないと
感じることがあります。

・ノートの活用や療育の時間の使い方、面
談の方法について検討し、保護者の方が
話しやすい環境や方法を考えます。
・療育日に十分お話ができない場合には、
ご希望に応じてお話する時間を設けます。

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

97% 1% 0% 2%

・療育の中では、ゆっくりお話
ができないときもあるが、電
話や面談で子どもの状況、
様子を話してもらえます。
・就学に向けてきめ細やかに
サポートしていただき、不安
が解消できました。

・毎回療育終了後に話す機会や、半年に
一度の面談を行っています。
・保護者からの希望が出た時や、必要に
応じて、懇談をする機会を設けています。

15

親の会（父母）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

84% 7% 0% 9%

・役員会、交流会、おしゃべり
会など、親同士で話す機会
があり、ありがたいです。
・同じ悩みをもつ仲間と話せ
て良かったです。

・親の会の役員会（年間１０回）には、職員
も参加しています。多くの保護者が参加し
やすいよう、職員は託児を行います。
・親の会と共に、「入園・就学に向けて」な
どテーマを設けて先輩保護者の話を聞く
会や、母親、父親交流会、おしゃべり会な
どを行いました。今後も、親同士のつなが
りがもてるよう親の会とともに活動します。

16

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、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

90% 3% 0% 7%

・どんなことも親身になって
聞いてもらえて、すぐに対応
してもらえる。
・些細なことに関しても、相談
できる環境を整えてほしい。

・定期的な面談に加えて、いつでも相談し
やすい環境づくりに努めます。

適
切
な
支
援
の
提
供

保
護
者
へ
の
説
明
等



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

99% 1% 0% 0%

・ノートや電話を活用して、話
を聞いてもらっている。

・外国語に対応できるよう、通訳者の同席
や、クラウド翻訳などを利用しています。
・子どもの特性に合わせ、わかりやすい身
振りや言語表現やイラスト、数字、文字な
どを用います。

18

定期的に通信やホームペー
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

80% 8% 0% 12%

・SNSやネットを活用してほし
い。
・HPは評価に関して更新され
たと聞いています。

・通信を控室に掲示したり、欲しい方が持
ち帰ることができるよう、お知らせコーナー
に印刷して置いています。
・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。
・事業所評価アンケートについてはHPに
掲載し、施設内にも掲示しています。

19
個人情報の取り扱いに十分
注意されているか

92% 2% 1% 5%

・十分に注意して取り扱いさ
れていると思う。

・今後も個人情報の取り扱いには厳重に
注意して職務に当たります。

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。

95% 2% 0 3%

・参加したことはないが、掲
示がされておりわかりやす
い。

・年度はじめや利用開始時に防災だより、
防犯だよりをお渡ししながら伝えていま
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

88% 3% 0% 9%

・訓練には参加していないが
掲示等で把握している。

・避難経路を各部屋に掲示しています。
・訓練には全員に参加していただくことが
難しいのですが、告知をさせていただいた
り、訓練後の報告を写真とともに掲示して
います。

22
子どもは通所を楽しみにして
いるか

99% 1% 0% 0%

・次の通所日までに先生に
話したいことをいくつも用意し
て心待ちにしている。

・子どもから学ぶ姿勢を大切に、子どもの
行動の意味や気持ちを広い視点で分析
し、具体的な対応を保護者と考え取り組み
ます。
・子どもが、先生や保護者と「どんなあそ
びをしよう」と期待感をもって通所できるよ
う、努めます。

23
事業所の支援に満足してい
るか

96% 3% 1% 0%

・子どもに寄り添った対応を
してもらえているし、親の相
談にもいつでものってもらえ
てとても満足・感謝していま
す。

・今後も親子のニーズに沿った活動、行
事、親の会活動への支援を継続していき
ます。
・子どもの持つ力、成長した姿などを保護
者とともに見つけることを大切にしていき
ます。現在の子どもの力がどう発達してい
くのかなど、発達の見通しや必要な支援
や関わり方を考えていきます。

・子どもが療育に来ることを楽しみにしているので、通所回
数を週1回に戻してほしい。

・子どもの特性や声のかけ方、家庭での関わり方など子ど
もへの対応について色々教えて頂きありがとうございま
す。子どもも親子教室に行くことを楽しみにしています。

・役員会に参加し子育てについて交流ができて嬉しかった
です。
・同じ年齢のお子さんをもつ保護者の方やOBの方と交流
する機会があれば参加したいです。

・駐車場について、線を引くか、手前から止めるなどのルー
ルを作ってはと思います。

・連絡事項や通信などオンラインで見られることを希望しま
す。

・読み物について、たびたび誤字脱字があります。

・働いているので療育の付き添いが難しい時があります。

・ノートを書く時間で療育の時間が少なくなる気がします。

・作業療法で勧められた遊びを取り入れて欲しい。
・外での活動を増やしてほしい。

・それぞれの家庭状況に合わせて通所の方法や情報共有の仕方について、相談し考
えていきたいと思います。

・ノートは、園の先生や療育に来られない家族にも読んでいただき、子どもを共通理
解するために活用したり、家庭の様子を書いていただき療育に役立てるなど、ひとり
ひとりノートの活用について話し合わせていただきたいと思います。

・作業療法で行ったあそびや戸外での活動を、子どものニーズに合わせながら、家庭
生活や療育にどのように取り入れていくか、保護者とともに考えさせていただきます。

・ご指摘ありがとうございます。職員間で丁寧に確認していきたいと思います。

・療育希望者の増加により、年度途中より月２回の療育回数でお願いしました。ご理
解ご協力ありがとうございました。引き続き人員確保に努めます。

・園や家庭の様子について情報共有させていただきながら、今後も療育内容を充実し
安心して通っていただけるように努めていきます。

・療育日や役員会の時に保護者同士の交流の機会がもてるように、親の会と共に企
画しています。就学や就園について話を聞く会ではOBの方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大切にしていきたいと思います。

・いつも駐車場の安全にご配慮いただき、ありがとうございます。１月に施設建物のと
なりの駐車場に白線を引きました。混雑時には職員が誘導させていただきます。

・今後、アプリ等での配信を考えていきたいと思います。

満
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度

＜その他、親子教室に関するご意見について＞

ご意見を踏まえた対応
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