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1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れている

89% 4% 3% 4%

・とてもいい環境で広々
としたテラスや園庭が
快適です。
・園庭が狭く遊具が少な
い。プレイルームも狭
い。

今後も継続して子どもの活動環
境については配慮して行きます。

2 職員の配置数や専門性は適切である 67% 22% 3% 8%

・活動の時間しっかり見
守ってくれ安心していま
す。
・さらに職員の数が増え
ると尚良い。
・ＳＴやＯＴを常任して欲
しい。
・職員の専門性は見え
てこない。専門的なプロ
グラムを行える職員が
いてほしい。臨床心理
士がいない。
・専門性に関してはよく
わかりません。

配置基準を上回る適切な職員配
置をしているが、職員のさらなる
専門性の向上の為、研修の機会
を増やして行きます。

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造化さ
れた環境になっている。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

85% 3% 0% 12%
・施設や設備はとても良
いと感じています。

今後も生活空間は障がいの特性
に応じた環境的配慮を行ってい
きます。

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。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

100% 0% 0% 0%
・いつもよく清掃されて
います。

今後も生活空間が清潔であるよ
うに努めていきます。

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、児童発達支援計画が作成
されている

86% 7% 0% 7%

・面談を定期的に行って
くれ、随時相談できて良
いと思います。
・毎回丁寧に計画を立
てていただいています。
・ニーズは取り入れられ
ているが、客観的に分
析されているのかわか
らない。

今後も定期的に面談やモニタリ
ングを行いご家族のニーズを汲
み取り計画を作成します。

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

79% 4% 0% 17%

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

89% 11% 0% 0%

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

82% 7% 0% 11%

・様々な活動の提供あ
りがとうございます。
・かしトレなど新たな取
り組みがあり、子どもの
発達に大いに役立って
いる。
・何をして下さっている
のか知りたいです。
・個別プログラムや就学
するためのプログラム
をしてもらっている。内
容がわかるともっと良
い。
・計画票をいただいてい
るのでよくわかりやすい
です。

年長児を対象のかしトレなど、今
後も新たな取り組みを行いプログ
ラムの工夫を行っていきます。

公表： 2020年 3月 10日

事業者名：児童発達支援センター かしのみ学園　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）　39   　回収数　28　　　　　　割合　　　71.8　　　％
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保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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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

11% 14% 43% 32%

・色んな子と触れ合える
よう一般の幼稚園や保
育園に行くなど交流して
欲しい。
・同世代の子どもとの交
流があればなと思いま
す。

継続して児童養護施設あいむと
合同行事を行い、保育所や幼稚
園との交流は検討して行きます。

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

82% 11% 0% 7%
・入園時に説明を受け
ました。

継続して保護者様への説明を行
います。

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

11% 14% 43% 32%

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

32% 21% 32% 15%

・相談には良く対応して
頂いているが、提案や
アドバイスはやや少な
いと感じる。
・就学の情報や一般的
な育て方などのアドバイ
スをお知らせみたいな
形でほしい。
・親同士の交流会や年2
回くらいあってもよいか
もしれません。
・今後、保護者向けの
講習会や勉強会なども
実施してもらえると良
い。
・現状は何も行われて
いないと思います。
・本人に困り事が出てき
た時、こういう時にどう
接したらいいかなどアド
バイスを頂きたいです。

プログラムとしては行っておりま
せんが、頂いたご意見を基に継
続して検討を行います。

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

86% 7% 0% 7%

・子供の状況（リハ、専
門機関での相談の様
子）をノート等で伝えて
いるつもりだが、それに
対する反応がないの
で、共通理解となってい
るのかわからない。

より保護者様との連携に努めて
いきます。

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

79% 10% 11% 0%

・お迎えの際に少し話す
機会はありますが、定
期的な面談があったら
いいなと思います。
・お電話をいただき園の
様子がよくわかり助かっ
ている。
・面談は数カ月に一度
行われているが、計画
作成などの時だけに思
う。

定期モニタリング時以外でも、園
児に変化がみられる時には、面
談の機会を設けて行きます。

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

50% 21% 14% 15%

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

86% 14% 0% 0%
・懇談会での意見がす
ぐに反映されていた。安
心した。

家族懇談会以外にも保護者様か
らのご相談は随時対応して行き
ます。ご希望があれば職員にお
伝えくださ い。

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

86% 10% 0% 4%

・毎日おたより帳に詳し
いかしのみでの様子を
教えてくれてありがとう
ございます。
・会話があまりできない
子の家庭ではお迎えの
際に今日の出来事を話
してもらえるのは非常に
助かる。

今後も一斉メール・送迎時・連絡
帳・電話・面談等、積極的に情報
伝達の機会を設けて行きます。
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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

79% 7% 7% 7%

・保護者会の質疑応答
をまとめた書面を頂け
たのは有難かった。回
数が増えると尚良い。
・1年に1回でもいいの
で、どんな療育の様子
でどう成長がみられる
のか普段の経過通信の
ようなものがほしい。

今後も、園だより・かしのかいだ
より・ホームページ等で積極的に
発信して行きます。個別の経過
通信については検討して行きま
す。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 96% 0% 4% 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。また、発生を想定し
た訓練が実施されている

93% 3% 0% 4%

・毎月の訓練はいざと
いう時のパニックを最小
限にできると思うので有
難い。
・定期的な訓練があり、
子どもも落ち着いて行
動できるようになった。

各マニュアルは策定されていま
す。今後も継続して毎月訓練を
行っていきます。

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

93% 3% 0% 4%

22 子どもは通所を楽しみにしている 89% 7% 4% 0%

・翌日の予定を帰りの
会に伝えて下さっている
ようでその活動を楽しみ
に支度しています。
・保育士さんだけでなく
職員のみなさん全員が
関わってくれるので子ど
もが関わってもらえる時
間が増え毎日楽しく通
えている。
・朝、送迎バスに向かっ
ている車中で「かしのみ
かしのみ」と言っていま
す。
・今日何をするのかワク
ワクしながら楽しみにし
ている。

お子さんには、まずは「楽 しいと
ころ」と感じてもらい、 その上で、
個々に支援を展開して行きます。

23 事業所の支援に満足している 79% 18% 3% 0%

・とても真摯に取り組ん
でもらい信頼している。
・しいて言えば作業・言
語などの支援があれば
なと思います。
・様々な障害のある子
供が通園しているのは
わかるが、あまりにも
“できない”というところ
にラインを定めすぎてい
ると思う。普通の園での
経験がある先生もいる
のだから発達課題に
合ったものをもう少し意
識しても良いと思う。
・子どもの成長を一緒に
喜び、支えてくれている
事がわかり満足してい
る。

ご意見やご要望は、出来る限り
の対応を行っていきます。
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の
対
応

満
足
度

〇この「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。
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