
平成30年度 　　　　　　　　 こどもプラス水海道教室　教室

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 コメント

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

81% 10% 5% 5% 十分なペースになっている。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 90% 0% 0% 10% 良く見ていただけていると思う。

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

86% 5% 0% 10% 子どもたちにもわかりやすいと思う。

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

90% 5% 0% 5% 安全で清潔な環境になっていると思う。 今後とも、安心・安全・快適に努めて行きます。

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
95% 0% 0% 5% 適切に分析されていると思う。

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

95% 5% 0% 0% 子どもに合った内容になっていると思う。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか

95% 5% 0% 0% 行われていると思う。

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
76% 10% 5% 10% いろいろな遊びを取り入れていると思う。

合同運動研修に参加し新しい運動を取り入れたり、学校・幼稚園等の行事に合わせて、ご希望・
ご要望のあった運動などを提供させて頂いております。

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

24% 29% 0% 48% 交流のある話は聞いてことが無い。
不定期ではありますが、児童館や公園への外出を通じて地域のお子様とふれ合う機会を設けてお
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

95% 5% 0% 0% 送迎等の際に説明してくる。 より一層、丁寧なご説明を心掛けます。

11

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

95% 0% 5% 0% 0

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
43% 24% 14% 19%

家でこんなことをして下さいと言う助言は無いが、子どもたちの行動を共有してい
る。

お子様の事で気になった事や不安に思う事等ございましたら、お気軽にご相談ください。

13
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

90% 10% 0% 0% 0
今後とも送迎時や連絡帳を中心に、本日の出来事や取り組んだ事、新たに出来るようになった事
等をお伝えして行きます。
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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

57% 29% 5% 10% 送迎時に丁寧に様子をおしえてくださるので十分です。

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

19% 24% 10% 48% その様な支援の話は聞いた事が無い。
保護者様同士の交流会は計画しておりませんが、文化祭など保護者の方が顔を合わせる機会は提
供しております。

16

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制を整備するとともに、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している
か

81% 10% 0% 10% あまり申し入れをしたことはないが、対応してくれていると思う。
時間を設けさせて頂きますので、お子様の事で、不安や気になった事がございましたら、お気軽
にご相談下さい。個別に時間を設けせて頂きます。

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

90% 5% 0% 5% 0

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
対して発信しているか

90% 5% 0% 5% 出来ていると思う。
ブログをご覧頂き誠に有難う御座います。今後とも分かりやすいブログ更新を心掛けて参りま
す。
毎月、お便りとしてお配りしております。

19 個人情報取扱いに十分注意されているか 86% 0% 0% 14% 0

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

62% 10% 0% 29% 実施されているかわからない。 教室には準備してございます。

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

52% 5% 0% 43% 実施されているかわからない。 毎年（年に２回）、避難訓練を実施させて頂いております。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 86% 5% 0% 10%
あと○日寝たら行けるかと指折り数えて楽しみにしている。毎回（予定の無い日ま
で）バッグを持ち、楽しみにしている。

23 事業所の支援に満足しているか 86% 10% 0% 5%
日曜や時間をもっと長くしてほしい。先生方の愛情あるご指導に大変満足感謝して
います。急な利用も快く受けて頂き、いつもありがとうございます。

いつもご利用頂きありがとうございます。
これからもより一層、よりよいサービスを提供できるよう頑張ります。

等をお伝えして行きます。
どんなことでも構いません、お気軽にご相談ください。
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