
         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：令和元年１２月２７日 
事業所名 あゆっこ江津   保護者等数（児童数） ５９名  回収数 ５６名  割合 ９５％ 
 

 チェック項目 はい 

どちらともい

えない 
いいえ ご意見 ご意見を踏まえた対応 

 

環

境

・

体

制

整

備 

① 
子どもの個人プログラム等

のスペースが十分に確保さ

れているか 

５５  
 

・見たことありません。 初回の利用時に部屋を見

ていただくようにしま

す。その後も、いつでも

見ていただけますので、

スタッフに声をお掛け下

さい。 

② 
職員の配置数や専門性は適

切であるか 
５１ ５ 

 
・どの職員の方も、あいさつが徹底

されていてとても気持ち良いで

す。 

・どんなお子さんにも温かいと思う。 

対応について満足しています。 

・話しやすい先生で安心。 

今後も満足していただけ

るよう専門性を高めてい

きたいと思います。 

 

③ 
事業所の設備等は、バリアフ

リー化の配慮がなされてい

るか。また、個別対応の部屋

は分かりやすい構造化され

た環境となっているか 

 

４８ ８ 

 
・個別対応の部屋は見たことないの

でわかりません。 

・お掃除の方もすごく良い方ばかり

です。院内すみずみまできれいに

してくださっていると思います。 

・道がぐねぐねしていてどこに行っ

たらいいか迷う。未だに道が覚え

られず困ってます。天井が低くて

圧迫感を感じるのが残念だなと思

ってます。 

・静かな環境で（個室）受けられる

が、利用するまで部屋の存在自体

を知らなかった。場所は案内も見

えず、わかりにくい。（行き慣れれ

ばわかるが） 

・最初、慣れるまでは難しかったで

す。 

よりわかりやすい案内板

の表示などを検討してい

きます。 

④ 
個別対応の部屋は清潔で心

地よく課題に取り組める環

境となっているか。また。子

どもたちの活動に合わせた

空間となっているか 

４８ ８ 

 
・なっていると思いますが、個別の

部屋を見たことがないのですが、

子供本人は「いいよー」と言って

いるので、安心はしています。 

・個別の部屋には毎度毎度入ってい

ないのでわかりません。（清潔面） 

・見たことがないのでわかりません。 

個別対応の部屋の様子は

いつでも見ていただけま

す。 

玩具が気にならないよう

に配慮いたします。 

気の付かれたことはスタ

ッフにお知らせ下さい。 

適

切

な

支

援

の

提

供 

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、個別支援計画が作成さ

れているか 

５６  

 
 

 

 

今後も子どもさんの課題

を一緒に考えていきたい

と思います。 

⑥ 
児童発達支援計画には「発達

支援」、「家族支援」、「地域支

援」の項目において具体的な

支援内容が設定されている

か 

５１ ５ 

 
・ケアマネさんは本当に多忙なのに、

親身になって考えてくださるので、

本当に感謝しています。 

今後も具体的な支援内容

を計画書に記載します。

分かりにくいところがあ

りましたらお知らせ下さ

い。 

⑦ 
個別支援計画に沿った支援

が行われているか 

５５ １  ・計画書を読むと、今何が必要な支

援なのかがよくわかります。 

今後も個別支援計画に沿

った支援を行います。 

⑧ 
個人プログラムが固定化し

ないよう工夫されているか 

５０ ５ 

 
・状況に合わせたプログラムを組ん

でいただきました。 

・1 対 1 での時間なので、内容は聞

くだけ。少しは中での様子を見れ

ると嬉しいです。 

子どもさんが課題を達成 

できるよう、教材や援助 

方法を工夫し、到達度を 

みながら、レベルアップ 

を図っています。分かり 



やすい説明を心掛けたい 

と思います。療育の様子

はいつでも見ていただけ

ます。 

⑨ 
保育所や認定こども園、幼稚

園等と並行して利用ができ

るか 

４８ ８ 

 
・設定日に個人都合で来所できない

時は、別日に振り替えて実施して

いただき、その後保育園に行く事

ができている。 

・保育所との連携を密にしていただ

き、先生との話もスムーズにでき

ました。 

・保育所とも情報を共有しながら利

用ができていると思う。 

・園の先生に見学してもらった方が

よいのかが分からないからです。 

・自宅と病院の距離があるため（片

道 50㎞）その日の保育園は休まざ

るを得ない。しょうがないとは思

っている。 

・園の先生と直接話をする等先生同

士、専門家同士の情報共有をして

ほしい。 

保護者の方の同伴による 

ご利用が基本となるた 

め、どの方も「並行利用」 

になります。 

在籍園等とお話をさせて 

いただく機会をこれから 

も持ちたいと思います 

 

 

 

保

護

者

へ

の

説

明

等 

⑩ 
契約内容や利用者負担等に

ついて丁寧な説明がなされ

たか 

５５ １ 

 
 今後も丁寧な説明を心掛

けていきます。 

⑪ 
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 

５６  

 
・ゆっくりと時間をとっていただい

た。 

今後も丁寧な説明を心掛

けていきます。 

⑫ 
定期的に、保護者に対して面

談や、育児等に関する助言等

の支援が行われているか 

５２ ４ 

 
・自宅での気になった様子も先生方

には相談しやすく、助言も受けら

れている。 

・個々の問題に対し、とても丁寧に

親身に受けとめてくださってるな

と思います。 

・リハビリ中などに声をかけていた

だき、相談することができてます。

ありがたいです。 

・計画書説明月等でない時もスタッ

フと相談、話しやすい雰囲気があ

ってとても良い。 

今後も家庭での子どもさ 

んの様子をお聞かせ下さ 

い 

⑬ 
子どもや保護者からの苦情

について対応の体制を整備

するとともに、周知・説明さ

れ、苦情があった場合に迅速

かつ適切に対応されている

か 

４２ １３ 

 
・苦情の内容や説明がいつ行われて

いるのかわかりません。 

・わからない。 

・適応なし。 

・特に苦情もないので、その場合の

対応がよくわからなかったので、

どちらともいえないにチェックし

ました。 

・前述は説明受けた。後述は苦情を

出したことないのでわからない。 

今年度、苦情等は寄せら

れていませんが、何かあ

りましたらお知らせ下さ

い。 

意見箱が設置してありま

すので、ご利用ください。 



⑭ 
日頃から子どもの状況を保

護者と伝えあい、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 

５２ ４ 

 
・十分に時間をとって話を聞いてく

ださったり、イレギュラーな事に

も気持ちよく対応してもらった

り、配慮が行き届いてると思いま

す。 

・児童発達支援終了後、その都度そ

の日の取り組みや状況、こういう

アプローチが有効だった等、情報

共有させてもらえありがたいと思

う。 

・いろいろと相談することが多いの

ですが、話を聞いてくださったり

するので、工夫の仕方が理解しや

すいです。 

・あまり子どものことで話ができて

いないので、共通理解ができてい

るのかわからない。 

毎回、療育の内容や子ど 

もさんの様子についてお 

伝えさせていただきま

す。疑問に思われたこと

は、遠慮なくお尋ねくだ

さい。 

⑮ 
定期的に会報やホームペー

ジ等で活動概要や行事予定

等の情報、業務に関する自己

評価の結果を保護者に対し

て発信しているか 

２７ ２７  ・ＨＰなど見ていないのでわからな

い。 

・ＨＰを見ていないため、申し訳あ

りません。 

利用開始時にホームペー

ジについても説明しま

す。 

⑯ 
個人情報の取扱に十分注意

されているか 

４９ ５  ・診察の予約を取るとき、他の子の

名前が見える。 

個人情報の取扱について 

は十分注意するととも 

に、取扱に際しては、そ 

の都度、その目的や内容 

等について保護者の方に 

確認し、了解を得たうえ 

で関係機関と連携させて 

いただいております 

非
常
時
等
の
対 
応 

⑰ 
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 

２６ ２４ ３ ・訓練場面を見たことがないし、マ

ニュアルも説明されているのかわか

りません。 

・わからない。 

・該当の状況に置かれておらずわか

りません。 

・説明を受けた記憶がない。 

・訓練の時などにあたったことがな

くわかりません。 

当センター共通のマニュ

アルがあります。周知説

明していきます。 

⑱ 
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 

２２ ３０ １ ・訓練場面をみたことがないし、マ

ニュアルも説明されているのかわ

かりません。 

・わかりません。 

・よくわからないけれど病院内の通

所なので、あまり心配はしていま

せん。 

・病院全体の避難訓練をされている

のをみたことはあるが、通所して

からもしそういう状況になった

時、どうしたらいいのか・・・。 

センター全体として定期

的に訓練を実施していま

す。 

 

 

満

足

度 

⑲ 
子どもは通所を楽しみにし

ているか 

４９ ５  ・その日その日の気分。 

・とても楽しみにしています。 

・いつも楽しみにしています。楽し

く勉強させてもらってありがたい

です。 

・「お勉強の日だよ」と先生に会うの

を楽しみにしています。 

・前日になると、「明日あゆっこ？」

と聞いてきます。当日も嫌がらず

に行ってくれます。 

・とても毎週楽しみに行ってます。 

・支援に対して子どもがまだ応じ切

れずにいる。長い目で見て頂ける

通所を楽しみにしていた 

だいており、大変ありが 

とうございます。今後も 

子どもさんにとって楽し 

い時間となるよう工夫し 

ていきます。 



と嬉しく思います。 

・通所前にくらべてとっても子ども

の成長がちがいます。成果が目に

見えてわかります。 

・子どもが楽しみにしていたり、コ

ミュニケーションスキルｕｐして

いるのを感じ、親もうれしく思う。 

・その日の気分によって変わります。 

・保育園より楽しいみたいで喜んで

行きます。 

 

⑳ 
事業所の支援に満足してい

るか 

５３ １ 

 
・いつも丁寧に接してくださってあ

りがとうございます。 

・きめ細かいサポートをしていただ

き、親子とも安心して楽しみに通

うことができました。引っ越しの

為利用できなくなるのが本当に残

念です。ありがとうございました。 

・こちらに通ってから、子供の行動

にも良い変化が感じられます。 

・保育所訪問事業もあり、遠方まで

来ていただいて、非常に助かりま

す。 

家庭や園といったふだん 

の生活の場で子どもさん 

がうまく過ごせるように 

なることが大切と考えま 

す。また、家庭や園の様 

子を聞かせていただきな 

がら、一緒に考えていき 

たいと思います。 

 


