児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）

公表： 令和２年１１月１日
チェック項目

1

環
境
・
体
制
整
備

利用定員が指導訓練室等スペースとの関係
で適切である

2 職員の配置数は適切である

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

事業所名
はい いいえ

16

部屋の広さや人数に応じて配置 利用定員としては基準を満たしているが、コロナの
を工夫し安全なスペースを確保 ことを考えると適切であると言えるのか悩むところ
である。
2 している。
療育をするときは、部屋を広く使えるように余分な
ものは置かないように工夫している

12

配置基準を満たしてはいるが、 グループ編成に応じて適正な人数配置をするよう
利用者の人数によって、職員の 努力していく。
5 配置やあそびを工夫して行って
いる。

13

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境

4 になっているか。また、子ども達の活動に合

大垣市立ひまわり学園
課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

工夫している点

18

こどもの様子に応じて刺激が多
い時は棚を裏返す。見えないよ
5 うシートをかけるなど工夫した
り、視覚支援を一部している。

限られた環境の中、カラーボックスが気になる子に
は裏返したり、シートをかけて刺激を少なくしたり、
座る位置にマットを敷いて、ひとりひとりのスペース
が確保されるよう視覚支援をしたりして、活動の内
容に合わせて部屋の設定を変える。

毎日の掃除、消毒は必ず行い清 毎日の清掃、活動に合わせて部屋の設定を変える
など考慮。
0 潔を保っている。

わせた空間となっている

5

業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目
標設定と振り返り）に、広く職員が参画して
いる
保護者等向け評価表により、保護者等に対
して事業所の評価を実施するとともに、保護

6 者等の意向等を把握し、業務改善につなげ

業
務
改
善

7

ている
事業所向け自己評価表及び保護者向け評
価表の結果を踏まえ、事業所として自己評
価を行うとともに、その結果による支援の質
の評価及び改善の内容を、事業所の会報や
ホームページ等で公開している
第三者による外部評価を行い、評価結果を

8 業務改善につなげている

職員の資質の向上を行うために、研修の機

9 会を確保している

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
10 のニーズや課題を客観的に分析した上で、
児童発達支援計画を作成している

16

療育前後の細密な計画や、振り 年度初めに目標は立てている。療育後のグループ
返りをもとにグループの職員同 内の振りかえり、月に1度の支援会議を開催。
士で話し合いを持っている。定期
1 的に支援会議を行い、支援、業
務についての検討を重ねてい
る。

18

0

17

意向調査を踏まえたアンケート 年に1度は自己評価を行いホームページに公開。
や自己評価について調査、公表 その件を全職員に周知。
1 している。

14

法人全体として苦情解決におけ 今後も苦情解決委員は設置。職員にも周知。
る第三者委員は設置している。 療育については外部から助言者を招き、指導
4 療育の面では指導方法研究会 についての研究研鑽をする研究会を開催。
を実施。

17

実践研究及び、理論研修を事業 研修内容に応じて適した職員が参加。
所で開催し、職員に対して研修 研修の後、関わり方や接し方ついて話す機会を
の機会を確保。外部研修にも積 持っている。
極的に参加している。法人内の
1 研修として階層別研修や、技術
研修に参加。積極的に職員同士
で療育やこどもについての話し
合いをしている

18

子どもの適応行動の状況を把握するため

11 に、標準化されたアセスメントツールを使用

17

している
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
12 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
児童発達支援計画に沿った支援が行われ

13 ている

活動プログラムの立案をチームで行ってい
14 る
適
切
な
支
援
の
提
供

活動プログラムが固定化しないよう工夫して
15 いる

18

18

16

18

個別懇談を定期的に行い、保護
者等の意向を把握。子どもと保
護者のニーズ課題を分析し、支
0
援計画をすべての利用者に作
成。了承のもと療育を行ってい
る。
事業所で作成した調書及びアセ
1 スメントシートを使い状況把握を
している。他に、発達検査・知能
検査の活用。
ガイドラインに示される、発達支
援、家族支援、地域支援の支援
0 内容を踏まえた支援内容を計画
に盛り込み、適切に設定してい
る。

0

2

0

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活

16 動を適宜組み合わせて児童発達支援計画
を作成している

アンケートを配布。意向調査後、 年に1度のアンケート及び有自己評価表をつけても
集計表を集計したものを共有し、 らいホームページに掲載。
改善できるよう話をしている

17

1

計画書を児発管及び担当者で
共有。支援計画の確認を密に
行っている。どのような支援を行
うかはグループ等の職員が共通
理解できるよう療育前後に話し
合っている。
計画を立てる時の話し合い、グ
ループ内での案を出し合うなど、
チームで行えている。療育担当
者の発案が多いが、情報を共有
しながら活動プログラムを進め
ている。
強化を図る時には同じ内容で行
う事もあるが、季節やイベントに
応じた内容を取りいれたり、活動
プログラムのねらいに応じた
様々な内容が取りいれらるよう
に配慮している。
個の発達段階に応じて個別療
育、集団療育を組み合わせた計
画を作成し、療育を提供してい
る。集団適応が課題である場合
はねらいに沿って集団療育のみ
の場合もある。

相談支援事業所とも連携を図り、情報を事前に収
集するようにしている。支援計画は対象児と関わる
職員で話し合うようにしている。

アセスメントシートを使用しての状況把握。

「発達支援」に関しては、対象児一人ひとりの状態
に合わせた計画を立てている。「地域支援」は計画
が立てにくい部分があるので、対象児の取り巻く環
境についてしっかりと保護者から話を聞き、計画の
中に入れていくと良い。
継続。

継続。

ねらいによっては繰り返し行うことで力をつけ
るという面で固定することもあるが、活動プロ
グラムはねらいに応じて随時見直しいく。
個の発達段階やねらいに沿って療育形態（個
別支援、集団活動）は変えつつ支援を提供。
計画に反映させていく。個々の状況に応じて
今後も作成をしていく。

支
援
の
提
供

チェック項目

はい いいえ

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、

17 その日行われる支援の内容や役割分担に

17

ついて確認している

支援終了後には、職員間で必ず打合せを
18 し、その日行われた支援の振り返りを行い､
気付いた点等を共有している

日々の支援に関して記録をとることを徹底

19 し、支援の検証・改善につなげている

定期的にモニタリングを行い、児童発達支援

20 計画の見直しの必要性を判断している

療育終了後、療育指導者同士で
話し合いを持つようにしている。
毎日記録を欠かさず書くようにし
2 ており、振り返りは行っているが
必ずしも全員とは言えない。。

保護者から相談を受けた時はグループ内で共通理
解を図るようにしている。勤務時間の都合上、振り
返りができない職員がいる。
支援の振り返りを通し次の支援に繋がるよう工夫
する。

18

記録は欠かさず取るよう徹底し
0 ている。気づいた点、その日の
様子変化等を記録している。

支援記録の漏れがないか、定期的にチェックしてい
る。

18

モニタリング時期を把握し、責任を持って取り組め
定期的にモニタリングを実
施、6カ月に1度は支援計画 るよう児童発達支援管理責任者が確認をしてい
る。
0 の見直しを行っている。保護
者との懇談を行い確認する
時間を設けている。

16

障害児相談支援事業所のサービス担当者

21 会議にその子どもの状況に精通した最もふ

15

さわしい者が参画している

母子保健や子ども・子育て支援等の関係者

22 や関係機関と連携した支援を行っている

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障
がいのある子ども等を支援している場合）
23 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の関係機関と連携した支援を行っている

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障
がいのある子ども等を支援している場合）

24 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体

15

14

14

制を整えている

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

移行支援として、保育所や認定こども園、幼
稚園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、

25 支援内容等の情報共有と相互理解を図って

16

いる
移行支援として、小学校や特別支援学校
26 （小学部）との間で、支援内容等の情報共有
と相互理解を図っている

15

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
30 い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解を持っている

10

保

継続。

0 情報提供をする場合もある。保
護者同意の上、情報の提供を
行っている。
就学していく子に引き継ぎ書を
作成し、電話などを利用ながら
情報提供をする場合もある。保
1 護者同意の上、情報の提供を
行っている。

継続。

今年はコロナ感染予防の関係で 保育園等のぴよぴよなど情報提供はしている。

暮らしを支える協議会(旧、自 子ども支援部会や発達支援会議などへ参加
立支援協議会）の中の子ども する中で意見を提言する
支援部会や、地域の発達支
6
援会議など担当職員が参加
している。

16

14

2 保護者にアドバイスや相談等は

学習会を行なっている（年3回）

ト･トレーニング等）の支援を行っている
運営規程、利用者負担等について丁寧な説
32 明を行っている

継続。

活動の終わりにどんな目標で活動したのか、どん
療育終了後等に時間を設
け、子どもの発達、ねらいや な様子で家庭でできることは何かを伝えるようにし
ている
0 課題について話す場を必ず
設け、共通理解を積極的に
図っている。

保護者の対応力の向上を図る観点から、保

31 護者に対して家族支援プログラム（ペアレン

継続。

5 一時的に行えていない。

ある
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子

必要に応じて連携を取り合い、情報を共有し
合いながら支援を展開できるようにする。

11

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流

29 ども・子育て会議等へ積極的に参加している

就園していく子に引き継ぎ書を
作成し、電話などを利用ながら

日ごろ療育をして状況が分かっている担当職
員が参加する。

13

機関と連携し、助言や研修を受けている

28 や、障がいのない子どもと活動する機会が

療育支援の担当者が参加。
1 同じ集団等で支援している職
員が参加する事も有る。
保育園幼稚園等との連携を
図り、支援を行っている。
保健センターや相談支援事
1
業所、行政機関(子育て支援
課、障害福祉課等)との、連
携も図っている。
対象となる子どもは、必要に
応じて様々な関係機関(医療
2 機関、相談支援事業所、学
校等)と情報共有を図ってい
る。
対象となる子どもは、協力医
療機関(大垣市民病院)があ
るため、連絡をとれる体制は
整えている。整形外科、小児
2
科、理学療法については嘱
託医として非常勤ではあるが
契約している。

地域の児童発達支援事業所 継続。
が複数参加しているケース検
討会、県の委託事業として行
われている障害幼児研究会
3 等の研修への参加、発達障
がい支援センター職員によ
る、実践研究会の助言など
適宜受けている

他の児童発達支援センターや児童発達支援

27 事業所、発達障害者支援センター等の専門

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

工夫している点

療育後に職員間で支援の振り返 共通理解を図るために療育前に活動内容、支
り、当日には支援内容の確認、 援方法などについて確認をする。
1 役割分担等を話しあい、統一し
たねらいのもと療育をしていく
様、確認している。

継続。

その都度行っている。

16

契約時に運営規程の説明、
重要事項等の説明(利用者
0 負担を含む)、しっかりとした
説明の後、契約書をかわす
ようにしている。

継続。

チェック項目
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
33 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
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に
34 対する相談に適切に応じ、必要な助言と支
援を行っている

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

父母の会の活動を支援したり、保護者会等
35 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れについ
て、対応の体制を整備するとともに、子ども

36 や保護者に周知し、相談や申入れがあった

はい いいえ

16

16

12

16

場合に迅速かつ適切に対応している

定期的に会報等を発行し、活動概要や行事
37 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

38 個人情報の取扱いに十分注意している

16

16

障がいのある子どもや保護者との意思の疎

16

事業所の行事に地域住民を招待する等地

13

39 通や情報伝達のための配慮をしている

40 域に開かれた事業運営を図っている

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、職員や保

41 護者に周知するとともに、発生を想定した訓

17

練を実施している

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救

18

事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等

18

食物アレルギーのある子どもについて、医

15

42 出その他必要な訓練を行っている

43 のこどもの状況を確認している
非
常
時
等
の
対
応

44 師の指示書に基づく対応がされている

ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共
45 有している

虐待を防止するため、職員の研修機会を確
46 保する等、適切な対応をしている

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行
うかについて、組織的に決定し、子どもや保
47 護者に事前に十分に説明し了解を得た上
で、児童発達支援計画に記載している

18

16

17

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

工夫している点

個別支援計画を作成し、保護 継続。
者に説明し、事前に同意を得
0 ている。ガイドラインに基づき
支援計画を作成している。
定期的な懇談以外にも、必 継続。
要に応じ、随時保護者からの
0 相談を受けている。

保護者会の役員会で意見を 継続。
聴収している。会員数が多い
ため、保護者会の伝達ボード
4 を作り、伝達事項を記載し、
広く周知できるようにしてい
る。
相談の内容に応じて随時、適 継続。
任者が対応。療育後に振り
0 返りや保護者からの相談を
受けられる時間を作り、迅速
に対応している。
定期的に会報を発行、活動
内容や、行事予定を掲載、保
0 護者向けに発信している。
ホームページ等でも情報を発
信している。
守秘義務を遵守。他機関との
連携で使用する場合は保護
者に承諾書をとるなど徹底し
0 ている。ホームページの写真
等は、同意がないものは使
用を控え、個人が特定できな
いよう配慮している。
療育内容の流れを写真で提
示、視覚情報と聴覚情報を同
時に入力できるよう、ことばと
0
動作を付けるなど配慮。運営
規程や重要事項等にはルビ
をふるなど配慮している。

定期的な会報「ひまわり」通信の発行、ホーム
ページの掲載の継続。

継続。

継続。

地域貢献事業（ひまわり開放日） 年2回は施設開放を行っているるため、今後も
3 の実施。
継続。
緊急時対応マニュアル、防犯 継続。
マニュアル、感染症対応マ
周知については今後、掲示等をしていく。
ニュアルは策定済み。不審
者侵入緊急事態に備えて、
1 防犯訓練等の実施はしてい
る。感染症に関しては流行時
期に合わせて対処方法を確
認。

職員、保護者には毎月1回
継続。
0 は、様々な想定で訓練を実
施している。
利用開始時や、療育前、懇 継続。
談等に必要な情報を聞き把
0 握するようにしている。保護
者から医師からの指示や薬
について説明を聞いている。
今年度はコロナ感染予防のため 医師の指示だけではではなく、保護者の申請
おやつ提供はしていない
による場合もあるが、アレルギー物質の把握
3 保護者への確認のみ
は行っていく。また担任のみではなくグループ
内でも把握に努める。
毎月提出、集計し、配布。委
員会を通し事例、解決方法を
0
共有し、会議等でも事例につ
いて研修会を行なう。
虐待防止のため、チェックリ
ストを作成、毎月チェックし、
1 集計。権利擁護虐待防止委
員会を中心に活動。
直接的な身体拘束を行う必
要がある児童は今の所いな
い。万が一身体拘束を行う場
0 合はしっかりとした保護者へ
の説明同意のもと、計画書に
記載し行う。

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。

毎日報告をし、1か月に一度まとめ会議等で周知し
ている

今年度はコロナ感染症防止のため、虐待等の
外部研修が行われていないが、今後開催され
れば参加する予定。

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）
公表： 令和2年１１月１日
事業所名

大垣市立ひまわり学園
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確

1 保されているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

環
境
・
体
制
整
備

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

保護者等数（児童数） 236
はい

201

215

178

どちらとも
いえない

23

10

34

いいえ

3

0

6

わからない

1

3

10

回収数 228 割合
ご意見

96 ％

ご意見を踏まえた
対応

・先生方が常にスペースを確
保するため施設内で作業さ
れています。いつもありがと
うございます。
・ちょっと狭く感じるときがあ
る。
・時々、子どもたちがぶつ
かっている。
・活動の内容によっては4歳
児4人には少し狭く感じるとき
がある。
・グループが9人とあって少し
狭く感じる。
・室内での体操は少し狭く感
じる。
・ダイナミックな運動活動を部
屋で行うと少々狭そうに思い
ます。
・職員、保護者も含めた人数
からすると十分とは言えない
感じもしますがよく分かりま
せん。

・基準は満たし、スペースを
確保しておりますが、活動内
容によっては感覚的に狭く感
じることはあるかも知れませ
ん。今後も整理整頓を心掛
けてまいります。

・来園している間に見てい
て、足りないと思ったことはあ
りません。
・先生が大変そうなのでもう
少し人数がいても良いと思
う。
・子どもの様子をしっかり見
てもらえている。
・療育の意図など毎回話して
下さる。
・先生も増えて安心はある。
・活動内容によっては、指示
が全員に伝わりきらず統率
できていないように思う（職員
数）

・配置基準に基づいた職員を
配置しております。今後も専
門的に療育の意図を話して
いけるよう努力し継続してい
きたいと思います。

・ひまわり学園までの道中、
コンクリートに穴があきまくっ
て凸凹している。大人でも歩
きにくいので子どもは歩きに
くそうです。
・棚のマークが保育園とリン
クしていると助かります。
・トイレの設備や赤ちゃん連
れの親子さんに対してのミル
クやオムツの交換ができる環
境が欲しい。

・学園の東側の道路につきま
しては、修繕の要望中です。

・保育園の園児専用マークと
リンクさせようと思うと他の園
で同じマークを使用している
などマークが重なったりして
リンクが難しいです。
・おむつ交換代は東のトイレ
のところにあります。ご活用く
ださい。授乳については担任
とご相談いただき、空き部屋
をご用意させていただきま
・同じ構造なのでクラスが分 す。
かりにくい。間違えやすい。 ・各部屋の前には、部屋名と
その部屋名の絵が貼ってあ
ります。そちらでご確認をお
願いします。

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

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる

4 環境になっているか。また、子ども達の

194

27

3

4

活動に合わせた空間となっているか

子どもと保護者のニーズや課題が客観

5 的に分析された上で、児童発達支援計

213

7

0

8

画が作成されているか

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
児童発達支援計画に沿った支援が行わ

7 れているか

193

213

14

8

0

0

活動プログラムが固定化しないよう工夫

206

10

2

113

33

23

10

59

機会があるか

運営規定、利用者負担等について丁寧

10 な説明がなされたか

217

8

0

・保護者のの気持ちや考えを
を聞いてもらえて、子どもが
今、必要としていること、今後
必要であること、計画的に進
めて頂けています。
・療育開始時点で計画作成
の面談がないためニーズが
反映されているか良くわから
ない。

2

ご意見を踏まえた
対応
・老朽化や建て付けの面で
廊下の電気の暗さなどは否
めませんが、環境整備、清掃
は心がけております。建て替
えを控えておりますが引き続
き今後も環境整備に努めて
いきます。

・学園東側の道路は市役所
の方に依頼中です。
・各自ハンカチ、タオルを持
参していただいて手を拭いて
いただいております。衛星面
に気をつけて行きたいと思い
ます。
・各部屋にはエアコンが設置
してありますが、廊下にはエ
アコンはないため、扇風機な
どを設置するなどの配慮は
行わせていただいておりま
す。ご容赦ください。
・利用開始時にはアセスメン
トを足らせていただいており
ます。今後も懇談、日頃の療
育時の説明等で、保護者の
ニーズを把握し、客観的に分
析、計画を立てていきます。

・計画的に進めて頂けていま
す。少しずつ結果が見えてき
ているので本人も満足そうな
表情で取り組めている。

・発達支援、家族支援、地域
支援の項目を盛り込み支援
内容を今後も設定し、具体的
な支援ができるよう、継続し
ていきます。

・行われていると思う

・発達段階、個人の特性に合
わせて支援計画をたて、それ
に沿い支援ができるよう心掛
けていきます。

・マンネリ化のないよう楽しく
取り組めているし成長も感じ
られる。
・兄弟合わせて長年利用させ
てもらっていますが、内容が
全然かぶりません。すごい、
ありがとうございます。
・毎回支援内容が工夫されて
いる。
・同じような内容をしている日
が2～３回あった。
・さまざまな活動を通して意
欲的に取り組めている
・毎回違ったあそびで本人は
楽しそうです。
・以前の活動「＋α」や重複
しないようバランスよくされて
いる。

・子どもの発達に合わせた活
動ができるよう、遊びを考え
たり、季節を感じる内容の活
動を取りいれたり、教材を入
れかえたりしながら、今後も
工夫を重ねていきたいと思い
ます。またお子さんによって
は強化を図るために同じ遊
びを繰り返す場合もありま
す。発達に応じて今後も考慮
させていただきます。

・あるかも知れませんが参加
したことがありません。
・子どもが保育園に通ってお
り交流できている。
・まだ具体的に通園している
幼稚園と交流したことがない
ため、わかりません。
・今年度はまだ園訪問がされ
ていない。
・入所したばかりでまだ分か
りません
・現時点では参加したことが
ない為、分かりません。

・お子さんによっては交流す
る事が難しい場合もあります
が、市内の保育園で行われ
る、交流会への参加を促した
り、紹介をさせて頂いている
場合もございます。

7

保育所や認定こども園、幼稚園等との

9 交流や、障がいのない子どもと活動する

・先生方の対応でよい環境
が保たれていると思います
が、設備面の経年劣化につ
いては改善の余地があるか
と思います。
・床掃除がいきわたっている
と嬉しい。
・先生とゆっくりとことばをト
レーニングする環境が確保さ
れて過ごしやすい。
全体的に照明が暗い。
・古い建物なので夏場は暑
く、冬場は寒い。
・学園東側道路の舗装のや
り直しは市役所にお願いでき
ないでしょうか。ガタガタで足
元が悪く危険を感じます。
・トイレの前の暖簾はプライ
バシー配慮のため必要だと
思うが手を拭いている子がい
て不潔だと思う。
・空調のエアコンが整ってい
ると良いと思います。

21

適
切
な
支
援
の
提
供

8 されているか

ご意見

・しっかり説明してもらえてい ・契約時には必ず書面にて
ます。
説明をしています。
・1対１で説明があり良かっ
た。
・定期的に面談があり説明を
されている。

チェック項目
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
11 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

はい

206

どちらとも
いえない

10

いいえ

1

わからない

11

保護者に対して家族支援プログラム（ペ

12 アレント・トレーニング等）が行われてい

152

33

5

38

るか

日頃から子どもの状況を保護者と伝え

13 合い、子どもの健康や発達の状況、課

210

11

4

3

題について共通理解ができているか

定期的に、保護者に対して面談や、育

14 児に関する助言等の支援が行われてい
るか

保
護
者
へ
の
説
明
等

213

9

4

2

ご意見

ご意見を踏まえた
対応

・毎回行なってもらっている。 ・発達支援、家族支援、地域
・定期的に面談があり話をし 支援の項目を盛り込み支援
てもらっている。
内容を今後も設定し、今後も
保護者の同意を得ていきま
す。また支援内容の説明もさ
せて頂きます。
・子どもそれぞれに対し先生
が褒めて個人の長所を伸ば
そうとしてくださっています
が、通常のクラスにおいて障
害にあたるものの指摘があり
ません。
・療育後こういった内容の事
をしましたという報告以外で
も、家ではこのように声をか
けたり、こういう遊びができま
すと教えて下さり助かります
し、こういう風にするのかハッ
とさせられます。
・定期的に面談があり話を聞
いていただけ、アドバイス頂
けたりするので助かります。
子どもに対する対応の仕方
をアドバイス頂き救われるこ
とばかりでした。

・保護者の対応力の向上を
図る目的で、保護者向けの
講演会を開いたり、日々の療
育の中で一緒に活動してもら
う事で関わり方を学ぶ機会を
つくっています。

・環境は整っています。多動
の子どもの保護者は子供の
対応に追われて相談できる
タイミングを上手く見つけら
れないことがある。
・定期的に話を聞いていただ
ける。アドバイスも頂けたりす
る。
・こちらから申し入れたときは
親切に対応してくれたが、学
園から設ける育児相談日が
ないのでこちらから言うのが
悪い気がして最近はあきらめ
の気持ちになっています。
・小さなことでも気になったら
先生にお話しし、先生も子ど
もの療育の課題に対する姿
勢を毎回教えて下さり助かっ
ています。

・療育終了後、子どもの様子
について状況を説明したり、
課題について話すなど共通
認識が持てるよう配慮してい
ます。

・子どもの行動に困った際の
アドバイス助かっています。
・面談は先生とゆっくり話が
できるのでありがたい。
・療育後に親身に話を聞いて
くれる。
・もう少し面談の時間が長い
と嬉しいです。忙しいとは思
いますが1人1時間ぐらい。
・細かく聞いて下さる。
・個人個人に対しての説明が
少ないように感じます。家庭
のことでアドバイス的なもの
が欲しいです。
・毎回丁寧に今回できていた
こと、今後の課題を話してい
ただけるのでありがたいで
す。
・定期的に面談があって話を
聞いていただける。アドバイ
スもあり助かる。
・親身になっていろいろ相談
させて頂けている。
・学園側の都合もあるがもう
少し増やしてもよいのではと
感じる。

・年に2回の懇談を実施。育
児に関する助言や子どもの
今後の課題について話し合
い、支援しています。また、療
育後には保護者の方と直接
お話しできる時間を作ってい
ます。
・担任の先生と話す時間を持
ちやすくするため、今年度か
ら療育の間の時間を以前よ
り長くいたしました。ご活用く
ださい。

保
護
者
へ
の
説
明
等

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

父母の会の活動の支援や、保護者会等

15 の開催等により保護者同士の連携が支

80

43

18

87

援されているか

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
16 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

子どもや保護者との意思の疎通や情報

17 伝達のための配慮がなされているか

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
18 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

個人情報の取り扱いに十分注意されて

19 いるか

200

207

10

9

1

3

17

ご意見
・保護者会が何をしているの
か内容がわかりません。
・コロナウイルスの関係もあ
るので仕方がないと思いま
す。
・環境は整っていますが多動
の子の保護者は子どもの対
応に追われ保護者同士話す
機会を持つのがなかなか難
しい。
・コロナの中、いろいろ工夫し
て下さり、ありがとうございま
す。前回の参観楽しめまし
た。
・現時点では、参加したこと
がないため分かりません。
・コロナの影響もありますが
家族参観があるといいと思い
ます。年に3回とかに増やし
てほしい。
・まだ参加したことがないた
め分かりません。
今はコロナなので仕方がな
いのですが、同じような悩み
の親さんとのコミュニティが
あっても良いと思います。
・定期的な面談と同じく、いつ
でも話を聞いていただけるの
で助かります。
・次の療育の時間もあると思
うのに相談にのって下さいま
す。玄関まで話しながらつい
て来てくださり、見送ってくれ
てとてもうれしいです。
・リハビリを終了にできない
か相談した時、対応をしっか
りして下さいました。
・いつも丁寧に対応していた
だいて心強くありがたいで
す。
・相談に答えてくれるのがあ
りがたいです。アドバイスで、
療育中子どもの体を触りなが
ら体の使い方を教えてほし
い。
・週2回から3回に変更をお願
いした際、迅速に対応してい
ただけました。
・忙しい中でも相談にのって
いただけています。

・役員会等への助言や、会員
数が多いため、掲示板等の
活用や情報伝達への協力な
ど支援をしています。

・コロナ禍による休園時にも
先生より電話で相談対応して
いただき心強かった。
・情報伝達の配慮がなされて
いてありがたい。

・子どもとの意思疎通のため
に、発達段階によっては動作
とことばによる、視覚支援と
聴覚支援を一緒に入力し伝
達する事も有れば、保護者
に対しては重要事項等にル
ビをふる等、出来る範囲で配
慮しています。
・通訳が必要の場合もありま
すが、一部、ポルトガル語使
用の相談表などを作成して
おります。今後も様々な配慮
を考えていきます。

9

186

14

2

26

202

4

1

21

ご意見を踏まえた
対応

・発信はできているが受信も
していただけると嬉しい。メー
ルやlineでの休みのやり取り
など。
・ホームページは見たことが
ありません。
・予定表をもらっています。
・定期的に、ひまわり通信を
もらい、ためになり参考にな
り良い。

・相談の申し入れがあった時
は速やかに対応しするよう心
掛けています。日頃の療育
の中や、療育後に話す機会
は必ず作っています。又、即
答が難しい場合は、時間を
頂きますが、必ず返答ができ
るよう努めています。

・定期的に会報を発行。ホー
ムページ等での行事等の活
動などをアップし、広く知らせ
ています。療育や施設に対
するアンケート結果について
も公表し、ホームページ等で
発信しています。また会報に
ついては配布物以外にも、
廊下に掲示させていただい
ております。
・各部屋と廊下の間の扉に、
行事予定を毎月掲示させて
頂いております。
・写真の使用についても同意 ・他機関等の連携で情報書
の確認を細やかにしていた 面を扱う時は必ず承諾書を
だいています。
頂いています。個人情報保
護法に基づき守秘義務を遵
守しています。

チェック項目

非
常
時
等
の
対
応

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
20 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。

はい

どちらとも
いえない

いいえ

わからない

126

36

12

54

99

37

16

76

非常災害の発生に備え、定期的に避

21 難、救出、その他必要な訓練が行われ
ているか

22 子どもは通所を楽しみにしているか

203

18

0

7

満
足
度

23 事業所の支援に満足しているか

212

9

2

5

ご意見

ご意見を踏まえた
対応

・避難訓練、感染症対策は
しっかりされています。
・療育中は教室の外から保
護者が見守っているが、コロ
ナの感染対策として3蜜にな
らないよう対策できているか
は分からない。見守り中、近
い距離で保護者がおしゃべり
をしている人がいる。

・各種マニュアルは策定して
あり、完備しています。毎月1
回、様々な想定のもと訓練を
実施していますが、該当時間
に利用がない場合、訓練に
は多くの方が参加していただ
けるよう、なるべく、曜日や時
間を固定せず、様々な時間
帯で今後も実施していきま
す。
・3蜜対策については巡回し
ながら、啓発に勤めていきま
す。
・避難訓練は午前中のみな ・月に1回の訓練を実施して
のでしょうか。午後のクラス います。日時や曜日、場所、
になってからはない気がしま 様々な状況を想定し、今後も
す。
継続していきます。
・月に1回防災訓練をやって
いるみたいで、私も2度参加
した。
・まだ入所したばかりで分か
りません。
・毎週ものすごく楽しみにしてい ・お子さんが楽しんで療育に
ます。楽しい活動を工夫していた 参加できるよう様々なプログ
だけ行きたがっています。
ラムを今後も用意し、活動で
・楽しみにしていて欠かせない存
きるよう配慮していきます。
在です。
・足どりがよく、にこにこです。
・通所した後は存分に楽しんでい
ますが、行く前は通所することは
予測できていません。
・子どもの発達段階的に難しく
「楽しいか」を聞いても反応がな
い。
・「ひまわりに行きたい、ひまわり
が好き」とよく言っています
・「いかないの」と言って拒否する
時もあるけど、車にのせて着いて
教室に入れば楽しそうに遊んで
います。
・時々行くのが嫌というが始まっ
てしまえば楽しそうにしている。
・「ひまわりさんいく」というように
なりました。いつもありがとうござ
います。
・週1回の通所をいつもとても楽し
みにしています。
・まだ行く時間でもないのに玄関
で靴を履き行こうといってきま
す。
・担任の先生が大好きです。
・子どもは良い日悪い日のむら
があります。
・とても楽しみにしていて、親子と
も1週間の中で一番重きを置いて
いるくらいです。
・繰り返し通園するうちにひまわ
り学園の存在を楽しみにするよう
になりました。来年度から行けな
くなるのをさみしく思っています。
・通所前に比べ笑顔で他の人の
話かける姿が増え、格段に成長
しました。ご支援ありがとうござい
ます。
・一人一人お子さんにしっかりと
対応してもらい、ありがたく思って
います。
・少しずつできることが増えてき
て嬉しいです。いつもありがとう
ございます。
・満足しています。もっと早く通わ
せたかったくらいです。
・子どもがひまわりに通うことを
楽しみにしているので嬉しく思い
ます。毎回活動の最後に今日の
狙いや家でできる事をお話しして
下さるのでとても勉強になりま
す。
・年少の終わりからの入園でした
が、年を重ねるごとに成長が感じ
られたくさんの人に接することで
本人も楽しそうです。人から「ダメ
だよ」と言われることも「〇〇する
といいよ」「〇〇までできたね」と
教えて頂け「ダメ」と伝えてきた時
より本人に伝わりやすく納得でき
たように思います。
・幼稚園等や家ではできないこと
が手をかけ体験させてもらえ感
謝しています。
・ことばの遅れ、ことばがはっきり
しない事に関して早い成果や結
果を求めていたので現状に満足
していません。こちら側の療育に
対する認識不足もあると思いま
すが、成果がないと「療育をやっ
ているだけ」と感じてしまうので、
もっと発達状況や課題について
助言を増やしても良いのではな
いか。

○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。

・今後も事業所の支援に満足し
ていただけるよう、保護者の方と
一緒になって子どもの事を考え
ていく姿勢で関わり、共通理解の
もと支援を進めていきたいと思い
ます。

・通園してすぐに結果が出るとは
限りませんが、継続して療育をさ
せて頂いていくうちに強化され定
着したり、見通しが持てたり、理
解が進むこともあります。子ども
さんの実態をつかみながら今後
も一緒に療育を考えていきたいと
思います。

