
公表：平成31年3月20日

事業所名：児童発達支援　のため・ぺっぷ単位1・単位2・単位3　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）　60　回収数48　割合　80％

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 ご意見 ご意見を踏まえた対応

①    
子どもの活動等のスペースが十分に確保
されているか

98% 0% 0% 2%

②     職員の配置数や専門性は適切であるか 83% 4% 0% 13%
・子供の数が多いときにはそれに応じて
先生の人数も増やしてもらっている。

1.   障がいについて専門的知識を持つ職員
は配置されていますが、指導員等について
は社内研修、外部研修で必要な知識を補っ
てまいります。

③    

生活空間は、本人にわかりやすい構造化さ
れた環境i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

83% 4% 0% 13%
・子供に尋ねたところ何がどこにあるか
わかるとのことでした。

1.今後も、児童にわかりやすい環境を整えて
まいります。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

・個別支援計画、モニタリング表を他機
関と共有できるようコピーをいただけ
るのはありがたい。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

・活動時間については、運動プログラム
を展開していますので現在の療育時間
が適切と判断しています。

・他のデイサービスより活動時間が30分
～1時間短いように思います。

・地域支援とは、児童の地域社会への参
加を推進するため支援機関等の関係機
関との連携を進め支援体制の構築して
いくなど。詳しくは児童発達支援ガイド
ラインにて確認下さい。

△地域支援とはなにか？
ガイドラインは札幌市のHPより閲覧でき
ます。

↓ガイドライン参照先

http://www.city.sapporo.jp/shog

aifukushi/jiritsushien/documents

/jidouhattatsushienguideline.pdf

⑦    
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

92% 0% 0% 8%
？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

？活動内容は基本的に同じだと思って
いたので固定化しないように工夫され
ているかはわからない。

・運動療育を展開しているため運動の
プログラムについては毎週プログラム
の変更を行い固定化しないよう工夫し
ております。

・いろんな事ができて楽しそうです。
・体を使った遊びの週の定期開催。長期
休み時のイベント等開催しています。

？活動を見たことがあまりないので。

？聞いたことがなかったので。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。×2

？あつまろ会の時など一般参加のお子
さんが託児の際には交流があるかもし
れないが、それ以外はわからない。

☓普段通園しているので必要ないです。

？参加したことがないのでわからな
い。

・園の先生ともお話をしていただいたよ
うで、両方から見ていただける安心感
があります。

⑩    
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

100% 0% 0% 0%

⑪    

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

96% 0% 0% 4%
？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

・毎月会を開いてくださりとても良い場
を作られて感謝です。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

？家族支援プログラムという事柄自体
知らなかった（あつまろ会のことでしょ
うか？）

・土曜日開催に行くことができたので良
かったです。

・半年ごとの面談でアドバイスを受けて
います。

・あつまろ会は子供の発達障害にじっく
り向き合える大切な時間になっていま
す。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

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）別紙4

2% 0% 6%

⑧    
活動プログラムiiiが固定化しないよう工夫
されているか

環
境
・
体
制
整
備

④    
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環
境になっているか。また、子ども達の活動
に合わせた空間となっているか

92%

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、児童発達支援計画iiが
作成されているか

90% 2% 0% 8%

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。

92% 2% 0% 6%

92% 2% 0% 6%

⑨    
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

31% 6% 15% 48%
・現在、通所している児童が幼稚園や保
育園に通園、または通園予定であるた
め交流する機会は設けていません。

保
護
者
へ
の
説
明
等

⑫    
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iv等）が行われているか

90% 0% 2% 8%

・月に2回開催している発達相談師を講師に
招いての「あつまろ会」を3部制にし1部：講座
（ペアトレ）2部：座談会、3部：保護者会を開
催。今年度は土曜日開催も行い、家族支援を
行っています。

⑬    
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
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

88% 4% 0% 8%

・保護者様との共通理解のツールとして
連絡帳を活用し研修終了後の職員が記
載しているが、定期的に「伝え方」につ
いての研修を行ってまいります。

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/documents
http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/documents


？ノートが毎回楽しみですが、時々子供
の話と食い違いがあったりもしたので。

△ノートに書かれている内容に変化が
なかったりすると、成長しているのか不
安になります。

・ノートに丁寧に様子を書いてくださる
のでとても安心で、いつもとても楽しみ
に読んでいます。

△細かな内容がわからない時がある。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。×2

・連絡が行き違いになることもあり申し
訳ございませんでした。

△前回個別支援計画について後日電話
するとありましたが電話がなかった。

・面談のご希望を頂いた際はお受けして
いますのでお気軽にご連絡下さい。

△連絡帳にて助言等頂いているが、個
人的にはもう少し面談の機会があると
嬉しく思う。

・初回・1ヶ月、以後6ヶ月を基本としてお
りますが、面談をご希望の際はご連絡
下さい。

・1ヶ月目で面談がありました。

？頻度がどれくらい必要適切なのかよ
くわかりません。

・子供の活動の様子を見ながら面談でき
るのがとても良いです。

△1ヶ月後の面談が遅かった。

？会があるのは知っていますが、参加
したことがないのでわからないにしま
した。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

☓保護者同士の連携が支援されている
とは感じられない。

？保護者どうしの連携はわからない。し
ていない。

・土曜開催を開くなど参加しやすよう動
いてもらっている。

？利用したばかりなのでまだわかりま
せん。

・相談の申し入れにもすぐ対応していた
だき助かりました。

・ノートやお電話でいつ連絡しても丁寧
に快く対応してくださるのでとても安
心できます。

⑰    
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

96% 2% 0% 2%
・メールでのやり取りが可能なのは、夜
間や急な時、忙しいときに助かります。

・今後も継続してまいります。

⑱    

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

89% 0% 0% 11%

⑲    
個人情報の取扱いに十分注意されている
か

87% 0% 0% 13%
・充分に配慮しており、今後も継続してま
いります。

？すみません。わかりません。

△訓練については不明。×5

・マニュアル等、契約時に頂いた。×2

21    
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

43% 11% 4% 41%

・防災訓練は行ってきましたがこれまで
お知らせしていなかったため、次年度よ
りお便り等で事前にお知らせのうえ訓
練を行うこととします。（継続）

△本人のその日の気分で変わるので回
答が難しい。

・行くまで嫌なときもありますが、つい
たら楽しくしているようで安心していま
す。×2

・支援含め満足している。

・たくさん身体を動かせて、また様々な
年代の先生たちとも接することができ
て良いと思います。本人もとても楽しく
通っています。

・寝起きが悪いのでたまにぐずりますが
基本的には楽しんでいます。

23    事業所の支援に満足しているか 94% 4% 0% 2%
・地震後も、電話が通じなくても来てい
ただいたのが感謝です。

・さらに、子どもたちが自信を持って取り
組めるよう職員一同努めてまいります。

・月に2回開催している発達相談師を講師に
招いての「あつまろ会」を3部制にし1部：講座
（ペアトレ）2部：座談会、3部：保護者会を開
催。参加されている保護者の皆様は座談会、
保護者会を通して連携ができるよう努めて
います。ぜひご参加下さい。

⑯    

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
されているか

89% 0% 0% 11%

2% 10%

4% 2% 13%

⑭    
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

81% 6%

⑮    
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

88%

保
護
者
へ
の
説
明
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⑬    
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
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

88% 4% 0% 8%

・保護者様との共通理解のツールとして
連絡帳を活用し研修終了後の職員が記
載しているが、定期的に「伝え方」につ
いての研修を行ってまいります。

・今後も変わらぬ対応ができるよう職員
一同、努めてまいります。

非
常
時
等
の
対
応

⑳    

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

65% 9% 2% 24%
・訓練も行っておりますが、次年度よりお
便り等で事前にお知らせのうえ訓練を
行うこととします。（継続）

0% 0%

・お子様が「たのしく！」意欲を持って活
動に取り組むことで、自信をもって次の
ステップへ進めるよう支援してまいりま
す。

○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。※頂いたご意見は、文章を一部割愛し掲載させて頂きました。ご了承ください。

満
足
度

22    子どもは通所を楽しみにしているか 89% 11%


