
公表 ： 令和 5 年 3 月 1 日

保護者等数（児童数） 17 名 ・ 回収数 16 通 ・ 割合

はい
どちらとも
いえない いいえ わからない

1 16

2 16

3 15 1

4 16

5 16

6 14 1 1

7 15 1

8 14 1 1

児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか

・本人の課題に寄り添った支援
が行われていると思います。
・丁寧な計画案が組まれていて
安心してお任せできる。

　ありがとうございます。計画内
容に沿って、日々支援をさせて
頂いております。心配なこと
や、気になる事がありましたら、
いつでもお気軽にお問い合わ

活動プログラムが固定化しないよう工夫
されているか

・毎回色々な活動や教材が用
意されており工夫が見られま
す。　　　　・子どもを飽きさせな
いように色々子どもにあった活
動が出来ていると思います。
・「今日は○○した！」など子ど
もも自ら伝えに来る程毎回楽し
みにしている。

　ありがとうございます。私達ス
タッフも、勉強しスキルアップし
ていきたいと思います。
周りのお子さまと同じことが難し
いお子さまについても、個別に
対応し、その子にあった方法で
支援しております。

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる
環境となっているか。また、子ども達の活
動に合わせた空間となっているか

・とてもきれいで子どもがゴロゴ
ロしても気になりません。
・いつもきれいで子どもが床に
寝転んでも安心です。

　今の時期は、特に消毒や換
気を徹底し、清潔で安心してご
利用いただけるよう、スタッフ一
同努めております。

適
切
な
支
援
の
体
制

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

・本人の無理のない内容で作
成されていると思います。
・面談後、相談した内容に計画
書を作成してくれます。

　ありがとうございます。保護者
の皆さまと出来る限り顔を合わ
せ、話しを聞きながら、わかりや
すくニーズにお応えした個別支
援計画を作成していこうと考え
ております。

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

・家族の話をよく聞いてくれて、
相談にあった支援内容にしてく
れています。

　信頼し、私どもの事業所に頂
けていただいている事で、有難
い気持ちとやる気に繋がってお
ります。

環
境
・
体
制
整
備

子どもの活動等のスペースが十分に確
保されているか

・活動に応じて適したスペース
が　　　　　　確保されていると
思います。　　　　・子どもが動き
回っても安全なスペースが確
保されていると思います。
・活動によって場の使い分けが
されていて子どもがのびのび過
ごせていると思う。

　ありがとうございます。お子さ
まが動き回っても、十分なス
ペースはあるかと思います。

職員の配置数や専門性は適切であるか

・こだわりや特性をよく理解して
関わって頂いてると思います。
・手厚く支援出来ている人数だ
とおもいます。
・できることなら、言語発達の先
生が常駐してくださると良いな
と思います。

　配置基準は規定通り満たして
おります。また、専門性につい
ては研修を受けスキルアップに
努めております。今後も更にス
キルアップに努力していきたい
と思います。言語スタッフにつ
いては、各のびっこに常駐して
いるわけでは無く、人材も不足
しております。大変ご迷惑をお
掛けしております。

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か。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
切になされているか

・視覚的な工夫や活動に応じ
て、個別に対応して頂いている
のがありがたいです。
・段差もなく、勉強する部屋と体
を動かしたり遊ぶ場所が廊下を
挟んで分かれており、わかりや
すいとおもいます。

　配置基準は規定通り満たして
おり、体が不自由な方について
も利用できやすいように構造化
されております。

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）

事業所 のびっこらんどキララ 94%

チェック項目 ご意見 ご意見を踏まえた対応



9 3 5 1 7

10 15 1

11 15 1

12 12 2 2

13 16

14 16

15 5 4 1 6

16 14 1 1

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

・いつでも話を聴いてもらえるよ
うな雰囲気でありがたいです。
・相談したことに適切に対応さ
れていると思います。
・いつも話を聞いて頂いたり、
回数の変更などもすぐに対応し
て頂いてとても感謝していま
す。

とても励みになるお言葉で、ス
タッフ一同とても感謝しておりま
す。何かあれば、出来る限り、
迅速丁寧に対応させて頂きた
いと考えております。今後とも
宜しくお願い致します。

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

・親身に話を聴いて頂いていま
す。

　ありがとうございます。日頃の
様子や、課題への取り組みなど
は、なかなか言葉では、伝わり
にくいことがあるかと思います。
目で見て一緒に成長を喜びた
いと考えておりますので、いつ
でも見学に来て頂ければと思
います。

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

・保護者会はありませんでした
が、同じ障害を持つ子の保護
者の方とつないでいただけまし
た。　　　　　　・コロナなので連
携が取れているか分かりませ
ん。　　　　　　　　　　　・同じ学
年の保護者の方との情報交換
が出来る機会があると、参考に
なるかなと思います。

　保護者会はありませんが、勉
強会などで交流を深めたいと
考えております。コロナ禍であ
る為、時期をみながら、今後も
企画して行きたいと考えており
ます。

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
があるか

・コロナが流行しているので難
しかったのだと思います。幼稚
園も通っているので気にならな
かったです。
・子ども自身は保育園からキラ
ラへの通所をしていますが、先
生方の交流は不明です。

　改まってそういう機会はありま
せんが、幼稚園や保育所を利
用しながら療育に通っている児
に関しては、それが交流と考え
ております。

保
護
者
へ
の
説
明
等

運営規程、利用者負担等について丁寧
な説明がなされたか

・時間を取って丁寧に説明して
頂きました。
・契約時に十分な説明がありま
した。

　疑問に思う点があれば、いつ
でも気軽にお聞きください。

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

・支援計画が作成されるたびに
説明されています。

　ありがとうございます。常に丁
寧な対応を心掛けてまいりま
す。

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

・時間外にもかかわらず研修に
参加する事ができるよう、子ども
を預かってもらっています。あり
がたいです。
・もっと話を聴ける機会があると
嬉しいです。
・勉強会があり、勉強会前後に
アンケートが有、保護者の質問
に対応出来ていると思います。

　保護者の皆さまのお力をお借
りしながら、一緒に、お子様の
成長を促し、見守っていきたい
と考えております。ご協力宜しく
お願い致します。今後も機会を
設けて研修会など企画していき
たいと考えております。

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について
共通理解ができているか

・細かなことにも気づいて伝え
て下さってありがたいです。
・お迎えの際に活動を通して見
えた本人の課題やアドバイスな
どを頂けてありがたいです。家
族ではわからない成長した所
も、伝えていただけて子育ての
励みになっています。
・日誌や送迎時の話しでお互
いに状況を共有出来ていると
思います。
・通所した日のノートでキララさ
んでの生活の様子が分かりや
すくありがたく思ってます。

　とてもありがたいお言葉です。
保護者の皆さまや利用者の皆
さまに、ご満足いただけるような
対応を、これからも心掛け、ま
た更に頑張っていきたいと思い
ます。何かご不明な点や、不手
際などございましたら、遠慮なく
相談してください。



17 14 1 1

18 15 1

19 15 1

20 13 1 2

21 13 3

22 14 1 1

満
足
度

子どもは通所を楽しみにしているか

・一年前は泣いていたのに、今
はとても楽しみにしています。
人や環境の慣れにくさも改善さ
れてきています。
・とても楽しいようです。
・最初は泣いて心配だったの
が、今はニコニコで通ってくれ
て嬉しいです。
・送って行ったとき、私と離れた
くない時もありますが、通所の
日をカレンダーで確認するくら
い楽しみにしています。
・休みの日でも「のびっこ？」と
言い、行かない日にちの時に
伝えると怒るほど、のびっこ大
好きです。　・毎週朝の支度で
かばんを見ると、「分かった！」
と行く気満々の笑顔を見せてく
れています。　　　　　　　・会話
が出来ない子でも、毎回楽しそ
うに通う様子を見ていて、親も
嬉しく思っています。

　色々な活動を通しての成長が
伺えスタッフ一同大変喜んでお
ります。また、とても励みになる
お言葉や、お礼のお言葉も有
難く受け取っております。今後
もお子様の成長を一緒に見
守って行きましょう。

非
常
時
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等を策定し、
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

・されていると思います。
・避難訓練のお話を伺った事が
ないので。ただし保育園での訓
練が大分身についている様子
なので安心はしています。
・実際災害が起きた時、保護者
までの引き渡しまでの流れが明
確だと助かります。

　避難訓練は、定期的に行って
おります。連絡帳、その他HPや
広報などでもお伝えしておりま
すので、ぜひご覧ください。ま
た、災害時に関しては、事業所
の場所がハザードマップに入っ
ておらず、また法人の施設と隣
接しておりますので、基本的に
は保護者様のお迎えまで、こち
らでお預かりさせて頂きます。
ご安心ください。

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

・頭巾をかぶったり、机にもぐっ
たりする事が難しかったのに、
こちらの訓練でできるようになり
ました。　　　・訓練のお陰で、
家などで実際に地震が起きて
も慌てず自ら、テーブルの下に
隠れる様子を見て、感激しまし
た。　　　　　　　　　　　　　　・定
期的に避難訓練で来ていると
思います。
・避難訓練など、子どもが嫌が
らずに参加出来ているようで安
心しています。

　ありがとうございます。なかな
か頭巾をかぶったりすることが
嫌なお子さまもおりますが、今
後も継続し有事に備えて行きた
いと思います。

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

・色々行事や取り組みを写真な
どで見ることができ、知りたい情
報を知ることが出来たと思いま
す。　　　・プリントの配布や玄
関のところに活動の様子などが
掲示されています。

　毎月の行事や、キララでの様
子など、定期的に更新しており
ます。また、ホームページなど
に載せていない写真も、玄関な
どで掲示しておりますので、い
つでも気軽にお越し頂き、お子
様のキララでの様子など見て頂
ければと思っております。

個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか

・注意されていると思います。

　必ずその都度確認を取って
いますが、場合によっては不愉
快な思いをさせてしまっている
事があるかもしれません。その
時は遠慮なくお話下さい。

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

・配慮されていると思います。
・面と向かって話がほぼないの
で、連絡帳の内容が濃く書か
れていて嬉しい。
・連絡帳をはじめ、送迎の際に
必ず様子を伝達して頂いて助
かっています。

　今後も保護者の皆さまと、情
報を共有しながら、お子様の成
長を見守りたいと思っていま
す。また日々の状況など、詳し
くお伝えしていきたいと考えて
おります。



23 15 1

度

事業所の支援に満足しているか

・県外ですが、こちらのスタッフ
の方だからこそ、母子が安心し
て通えています。いつもありが
とうございます。
・先生方にとても良くして頂いて
とても満足です。
・もっと回数を増やしても良いの
かなとも思っています。
・本人の成長にあった活動や
お友達や職員の方たちとの関
わりや、身体を沢山動かして活
動したりなど、沢山の刺激の中
で成長し、身体全体で楽しさを
表す本人の様子に大変感謝し
ています。　　　　　　・週一での
通所ですが、先生方の穏やか
な雰囲気の中で落ち着きも見ら
れ、いろいろな面で成長が見ら
れています。
・少し説明が足りないと感じたこ
とはありました。

　保護者様からの感謝と、励み
になるお言葉に、スタッフ一同
大変感激しております。これか
らも皆さまのニーズに丁寧に対
応させて頂きたいと思っており
ます。また説明不足とのご意見
も、大変貴重なご意見であり、
ありがとうございます。今後改
め、対応していきたいと思って
おりますので、宜しくお願い致
します。


