児童発達支援 保護者様等向けアンケート結果表

配布数

15

回収数

10 割合

チェック項目

子どもの活動等のスペー
1 スが十分に確保されてい
るか

環
境
・
体
制
整
備

2

職員の配置数や専門性
は適切であるか

生活空間は、ⅰ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
3 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

生活空間は、清潔で、心
地よく過ごせる環境となっ
4 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

子どもと保護者のニー
ズや課題が客観的に分
5 析された上で、ⅱ児童
発達支援計画が作成さ
れているか

はい

9

9

67％
どちら
でもない

(特非)発達支援ネットワークつむぎ
いいえ

ご意見
・どちらも不十分と感じているわ
けではなく、1日を通してどのよう
に過ごしているか、見ていない
だけなので、評価できない為。
・確保されていると思うが、小学
生になると狭いのかなと思う。

1

つむぎ吉備中央

それを踏まえた対応について

・児童発達支援では9時～個別ワー
ク、10時～集団活動を行っていま
す。いつでも見学は可能ですので、
見に来て下さい。また、親子療育で
は一緒に活動を体験できますので、
ぜひご参加下さい。
・今年度、遊びエリアの拡大のため
再構造化を実施しました。今後もお
子様の過ごしやすい環境調整を行
えるよう、随時見直していきます。

・どちらも不十分と感じているわ
けではなく、1日を通してどのよう
に過ごしているか、見ていない
だけなので、評価できない為。

・職員は基準を満たした人数配置を
しています。また保育士や社会福祉
士、児童指導員、言語聴覚士など、
専門の職員です。専門性としては根
拠のある支援ツールや専門書を使
用し、半年毎の成長を確認できるよ
う、簡易検査を全てのお子様に実施
しています。

・部屋の配置を変えたり考えら
れていると感じます。

・ありがとうございます。法人内で年
2回の公開療育を行い、法人職員で
構造化や支援の取り組みを再検討
し、法人内の勉強会で発表を行って
います。今後もお子様方がより過ご
しやすい環境を作っていきます。

1

10

・活動に合わせて空間がわけら
れている。
10

9

1

・相談機関の保護者の思いを受けた
計画を元に、お子様の認知力や言
語力、他児との関わりなどの簡易検
査を行い、お子さんの現状に沿った
児童発達支援計画の作成を行って
います。

適
切
な
支
援
の
提
供

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
6 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

10

児童発達支援計画に
7 沿った支援が行われて
いるか

10

ⅲ活動プログラムが固
8 定化しないよう工夫さ
れているか

10

保育所や認定こども
園、幼稚園等との交流
9 や、障害のない子ども
と活動する機会がある
か

7

運営規程、利用者負担
10 等について丁寧な説明
がなされたか

10

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
11 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

10

2

1

・活動の中で交流をしたことはな ・交流機会はありませんが、地域イ
かったように思います。
ベントに子ども向けの出店を行うこと
により、場を設けさせて頂いていま
す。また、所属園をお持ちで希望さ
れた方には保育所等訪問に行かせ
て頂き、園内の他児との関わりの様
子を確認させて頂いています。

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

日頃から子どもの状況
を保護者と伝え合い、
13 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

・個人的に受けたことはあまりな
いように思います。
・家庭での話などを聞いてもら
い、アドバイスを頂くことなども
（トレーニング）なのでしょうか？
・どんなことにもアドバイスをして
下さるので、心強いです。
8

9

1

・年度初めに5回にわたるペアレント
トレーニングの案内を行い、希望者
の方に参加して頂いています。また
のご参加お待ちしています。
・ペアレントトレーニングはお子様の
行動の見方や具体的な褒め方など
を学び、保護者の方が楽しく子育て
をできる保護者向けのプログラムで
す。毎年実施をしていますので、ま
たのご参加をお待ちしています。
・ありがとうございます。少しでも子
育てのヒントとなるペアレントプログ
ラムの実施ができ、大変うれしく思い
ます。

しっかりと時間を取って話ができ ・ありがとうございます。お迎えの際
るので安心します。
に申し送りでのお話に加え、必要な
際には個別で事業所内相談もでき
ますので、ご要望下さい。

保
護
者
へ

定期的に、保護者に対
して面談や、育児に関
14 する助言等の支援が行
われているか

・困ったことなど相談するとアド
バイスをくださるので、とても勉
強になります。
9

の
説
明
等

父母の会の活動の支援
や、保護者会等の開催
15 等により保護者同士の
連携が支援されている
か

・ありがとうございます。福祉の専門
家としてご家族のお力になれるよう、
努力を続けていきます。

参加できていませんが、案内は ・保護者の方々が主催となり茶話会
たくさん頂いています。
を行って下さっています。機会があ
れば是非ご参加下さい。
9

・相談に対してすぐに対応してい
ただきました。子どもに合わせて
対応の仕方も考えて変えていた
だきよかったです。

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、
16 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

9

子どもや保護者との意
思の疎通や情報伝達の
17 ための配慮がなされて
いるか

9

・ありがとうございます。お子様の特
性や成長段階によって、支援方法や
対応方法は大きく変わってきます。
お子様方一人ひとりに目を向け、対
応を考えていきます。

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
18 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

個人情報の取扱いに十
19 分注意されているか

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
等を策定し、保護者に
20 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

非常災害の発生に備
え、定期的に避難、救
21 出、その他必要な訓練
が行われているか

子どもは通所を楽しみ
満
足
度

22 にしているか

事業所の支援に満足し
23 ているか

通信が送られてきて様子を伝え ・毎週金曜日に事業所での取り組み
てくれます。
などを配信しています。フェイスブッ
クも随時更新しています。またご覧
頂けたらうれしく思います。
9

されていると信じています。

・個人情報はご家族の大切な情報で
すので、取り扱いには気を付けてい
ます。写真などの掲載は保護者様に
確認させて頂いています。
・また個人情報は鍵付きロッカーに
て保管をしています。

されていると信じています。

・各マニュアルは整備し、職員が見
える場所に掲示しています。防犯関
係や感染症対策の研修会にも参
加、参加予定です。
・また、フェイスブックにて季節に合
わせたマニュアルなどの報告も行い
ます。

されていると信じています。

・年に２回避難訓練を実施していま
す。消防署の方に来て頂き、実際の
避難の様子を見て頂きました。消火
器訓練も行っています。

・楽しく通えるようになりました。
とても！！
・とても楽しみにしています。
・つむぎの日を毎週楽しみにし
ています。

・ありがとうございます。楽しい中で
の専門的な学びを大切にしていま
す。今後ともお力になれるよう、取り
組んでいきます。

いつも感謝しています！！

ありがとうございます。ご意見ご要望
などいつでも教えて頂けたらうれし
いです。

9

9

9

8

1

9

(特非)
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