保護者様向け 児童発達支援アンケート結果表

配布数 ２2

回収数 １3

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、障害の特性に応じ、
3 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析さ
5 れた上で、ⅱ児童発達支
援計画が作成されている
か

適

割合
はい

59％
どちら
でもない

13

10

12

3

1

13

12

1

(特非)発達支援ネットワークつむぎ
いいえ

ご意見
・十分に確保されていると思い
ます。
・下竹になって広くなり、期待し
ています。
・下竹荘保育園を利用してス
ペースが広くなった。
・下竹荘に変わって広くなった。
外遊具やホールもあるので活動
の幅が広がることにも期待。
・旧保育園で活動しやすくなった
ようです。

つむぎ吉備中央

それを踏まえた対応について

・旧下竹保育園での療育がスタート
し、自由遊びエリア、先生とのお勉
強エリア、小集団活動エリア、一人
でお勉強エリア、園庭、ホールなど
ねらいを持った活動を提供しやすく
なりました。期待されるご意見を受け
て、お子様にとってより過ごしやすく
学びのある療育を提供を目指しま
す。

・1人1人目のいき届いた、適切
な職員の数だと思います。
・各職員さんの専門性について
は、特に紹介がないので知らせ
てほしい。

・職員の体制は指定基準を満たして
います。保育士、社会福祉士、作業
療法士等の資格を有したものが支
援に携わっています。
・各職員の専門性や資格が分かるよ
う、職員ボードでの紹介を行います。

・落ち着いてお勉強ができるよう
に工夫されている空間だと思い
ました。
・下竹になってバリアフリー化や
親と職員とが気軽に情報交換で
きる場ができることを期待してい
ます。
・絵、イラストを用いてわかりや
すくスケジュールや物等伝えら
れている。

・定期的に部屋の再構造化（わかり
やすい環境設定への変化）を行い、
お子様が過ごしやすいように準備し
ております。お子様の個々の特性や
興味関心に寄り添い、より良い環境
を作っていきます。

・スッキリとしていて、心地よく過
ごせる空間だと思います。
・保育園を利用していて子ども
に合っている。

・日々の掃除に加え、月に1回の各
部屋の安全点検チェックを行ってい
ます。今後も清潔な空間や危険個所
が少ない空間を気を付けます。

・されていると思います。
・ニーズに合った計画が作成さ
れている。
・それがどうなのかは専門の方
にしか分からない気もします。

・根拠のある専門書を基本としなが
らも保護者やご本人様のニーズにも
寄り添っていきたいと思っています。
客観性を持ち、専門的な支援計画を
作成していきます。

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

7

児童発達支援計画に沿っ
た支援が行われているか

保護者に対して家族支援
プログラムⅳ（ペアレン
12 ト・トレーニング等）が
行われているか

・行われています。

・個別での学びの時間、小集団での
学びの時間など、児童発達支援計
画を元に実践を行っています。

12

10

・工夫されていると思います。
・小集団での学びも週ごと、グルー
・色々な活動を考えて頂いてい プごとにねらいは異なり、表出やや
る。
り取り、ルール、粗大など様々なね
らいの元、活動を実施しています。

1

2

1

・イベントの中で、他の園の方と ・今年度の3月頃に春祭りイベントを
も交流の機会があるのだと思い 検討中です。その中で交流の機会
ます。
などを検討しております。
・特に交流等ないように思いま
す。
・丁寧な説明がありました。
・今後も丁寧に説明することを大切
・利用開始時や改訂時に丁寧に にさせていただきます。
説明して頂ける。

運営規程、利用者負担等 13
10 について丁寧な説明がな （◎1）
されたか

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
11 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

・スモールステップでの取り組みが
大きな目標達成につながっていくこ
とを大切にしております。また、地域
での生活も意識した支援計画の作
成を目指しています。

13

ⅲ活動プログラムが固定 12
8 化しないよう工夫されて （◎1）
いるか

保育所や認定こども園、
幼稚園等との交流や、障
9 害のない子どもと活動す
る機会があるか

・具体的な内容も盛り込んだ支
援内容だと思います。
・スモールステップで具体的な支
援内容が設定されている。

・1つ1つに丁寧に内容の説明が ・児童発達支援計画の説明を丁寧
ありました。
に行うよう、心掛けていきます。

13

10

日頃から子どもの状況を
保護者と伝え合い、子ど 13
13 もの発達の状況や課題に （◎1）
ついて共通理解ができて
いるか

3

・行われています。
・ペアレントプログラムを実施してお
・面談の時など話を聞いて頂き、 ります。また次年度のご参加お待ち
アドバイスを頂いています。
しております。

・ケース会議やつむぎのお迎え
の時などお勉強した内容や課題
を教えて下さります。
・いつも終わりに活動内容や活
動中の様子や課題の達成状況
を伝えて頂けている。

・課題内容の状況が分かるよう、具
体的にご説明できるよう、実物を
使った説明や根拠のある説明を大
切にしていきます。

保

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

13

護
者
へ
の
説

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

9

4

明
等
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
16 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
17 の疎通や情報伝達のため
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
18 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分
19 注意されているか

非
常
時
等
の
対
応

13

12

12

1

1

・約6か月に1回程度の頻度で保護
者、所属機関、地域の保健師、相談
員、つむぎ事業所でのケース会議を
実施しています。成長や今後の課題
に向けた取り組みへの整理を大切
にしていきたいです。

・イベントの中に交流の場があ
るのだと思います。
・保護者会が定期的に開催され
ている。親子活動時にも話し合
いの機会があった。
・参加したことはないですが、よ
く活動や会のメールを見るの
で。
・コロナ禍でできにくくなっている
のと、土曜の親子療育がなく
なって、保護者同士の交流の場
が減ってしまった。
・参加出来ずすみません。
・週に1回の利用から、通院や体
調不良で休みがちだったことを
相談したら、利用の回数を増や
して頂けました。
・相談や申し入れに応じてくださ
る。

・今年度は新型コロナウイルスの関
係で活動の開催が少なくなっており
ます。２か月に1回のペースで座談
会を保護の方向けに実施していま
す。親子療育は平日の実施、座談
会は平日の午前中に開催予定で
す。ご都合が良い際にはぜひご参加
ください。

・利用回数やご相談など、お気軽に
お話しください。

・毎回通所の時に、連絡帳でや ・送迎での申し送りなどでは課題で
り取りをさせて頂き、メールでの 使用した具体物などもお見せしなが
お知らせを受けとっています。 ら説明させていただいています。
・毎回送迎の際に話ができる。
・イベントの開催はメールで送っ
てお知らせして頂いています。
・会報のメールを定期的、また
は臨時で送って下さり発信され
ている。
・保育園のように、園だよりや写
真（有料）をいただけると嬉しい
です。

・つむぎ通信として週末にイベントの
お知らせなどを配信しています。ま
た、Facebookも週に1回の更新を
行っており、つむぎでの支援や取り
組みなどをご覧いただけるよう発信
しております。園だよりや写真につき
ましては個人情報の観点から難しい
状況があります。

・写真等、ネットに載せる前に確 ・個人情報はFacebookにて使用する
認してくれました。
際に使用許可をいただいておりま
す。

13

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 11
20 し、保護者に周知・説明 （◎1）
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

・ケース会議で、できるように
なった事、苦手とする所をふま
えて次に取り組む計画を提示し
てくれました。
・よく面談をして、話をして頂い
ている。

2

・各マニュアルの説明を受け詳
しい避難場所はわかりやすく用
紙で頂きました。
・災害時、コロナ等感染症マニュ
アルについて説明があり、避難
訓練が実施されている。

・正面玄関棚にて各マニュアルを準
備し、冊子としてご覧いただけるよう
整備しております。地震や火災など
の緊急時の訓練も実施し、Facebook
などで報告させていただいていま
す。

非
常
時
等
の
対
応

・行われていると思います。
非常災害の発生に備え、
定期的に避難、救出、そ
21 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に
22 しているか

10

11

満
足
度
事業所の支援に満足して
23 いるか

2

2

1

・避難訓練は月に1回実施し、対応
策などを再度検討しています。防災
リュックや緊急連絡先の整備、AED
なども緊急時に対応できるよう、準
備しています。

・とても楽しみにしています。
・楽しみながらもしっかと個々のお子
・楽しみに通えています。
様に合わせた学びや環境設定を大
・いつもありがとうございます。 切にしていきたいと思います。
・やはり気分もありますが、行き
たくないとは言わなくなりまし
た。
・満足しています。

・ご満足いただけるというご意見が
励みになります。より良い療育の提
供を目指し、今後とも邁進してまいり
ます。

(特非)

発達支援ネットワークつむぎH30．9.1～

13
（◎1）

