
保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）

【児童発達支援事業】

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
83% 8% 0% 8%

・満足しています

・ゲートやドアロックなど危険防止もされ

ている。

・充分だと思います

・入口は防犯上の都合上、常時施錠を

しております。お迎えの際はインター

ホンを押していただくよう御協力お願

い致します。

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 71% 17% 0% 13%

・満足しています

・利用児童が多く、先生方の負担が大きい

のではないかと心配な日もあります。

・幼児期における専門性があると感じる。

・一人の先生が4～5人車に乗せているのを

見ると大変そうだと思ってしまいます。

貴重なご意見ありがとうございます。児童

発達支援事業の法令で定められている適性

配置は児童：職員＝5：1となっておりま

す。当法人では、お子様を安全にお預かり

出来るよう、今は更に＋1～2名の職員を配

置しております。今後とも保護者様にも不

安を与えないよう、職員一丸となって支援

させていただきます。

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%

・満足しています

・玄関や遊び部屋は物の置き場が決まって

おり本人もわかりやすいと思う。奥の部屋

は不明だが、同じように配慮されていると

思う。

・誤飲・誤食等の危険性への配慮と、

年齢に合わせて遊ぶ玩具も違うので、

「物」ごとに定位置を決め、整理整頓

を心がけています。

④

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっ

ているか。また、子ども達の活動に合わせた空間と

なっているか。

96% 0% 0% 4%

・満足しています

・清潔で子供たちが遊びやすい環境になっ

ている。

・毎日教室の清掃はもちろん、

寝具、玩具の消毒等も毎週おこなって

おります。

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か
96% 0% 0% 4%

・満足しています

・作成、実施、評価そして次の目標設定が

しっかりとされていて書面にも表現されて

いる。

・いつも面談で子供にあった計画を立てて

くれている。

沢山のご意見ありがとうござい

ます。今後も細かな個別支援計画の作

成に努めてまいりたいと思いますので

宜しくお願い致します。

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供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

88% 0% 0% 13%
・満足しています

⑦ 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか 96% 0% 0% 4% ・満足しています

⑧
活動プログラムが固定化されないよう工夫されてい

るか
83% 4% 0% 13%

・満足しています

・行事等もしっかりとり入れ、体験学習も

行われている。

・色々な体験や場所に連れて行ってもらい

良い刺激になっている。

月間活動予定、週の活動予定を、

予め作成しております。今後も

様々な体験や場所に連れていく事

があるかと思いますが、安全第一

で取り組んでまいりたいと思いま

す。

⑨
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害

のない子供と活動する機会があるか
46% 4% 8% 42% ・まだ機会があるかわかりません。

貴重なご意見ありがとうございま

す。クオリティでは、子育て支援教室

と併設で認可外保育園として、障害の

ないお子様(3歳未満)のお預かりもして

おります。障害の有無に関わらず、合

同で食事や遊びを行うなどの連携をし

ています。また、外部の幼稚園等とも

今後は交流する機会を増やしていき、

保護者の皆様にも知っていただけるよ

う、HPの充実化や日頃の様子などより

お伝えできる工夫をしてまいりますの

で、ご理解・ご協力の程宜しくお願い

致します。

⑩
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなさ

れているか
96% 4% 0% 0% ・満足しています

公表： 令和元年　5月　1日

一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ 子育て支援教室 配布数：　30 枚　回答数：　24 枚　回収率：　80 ％
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保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）

【児童発達支援事業】

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

100% 0% 0% 0%

・満足しています

・面談が丁寧に行われ、事業所内の様子も

お伝えいただいた。

⑫
保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・

トレーニング等)が行われているか
63% 21% 4% 13%

・満足しています

・毎日通所していない為、家族支援プログ

ラムに中々入れないのだと思う。

・面談の時や、毎日の送り迎えの時、話を

良くしてくれると聞いていただき感謝して

います。

ご意見ありがとうございます。今後と

も保護者様との信頼関係を構築できれ

ばと思いますので、些細なことでも遠

慮なくご連絡ください。

⑬

日頃から子供の状況を保護者と伝えあい子どもの健

康や発達の状況、課題について共通理解ができてい

るか

96% 4% 0% 0%

・満足しています

・面談の時や、毎日の送り迎えの時、話を

良くしてくれると聞いていただき感謝して

います。

貴重なご意見ありがとうござい

ます。励みになります。

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か
88% 13% 0% 0% ・満足しています

ありがとうございます。今後も保

護者様に寄り添った面談を行っていき

たいと思います。

⑮
父母の会の活動支援や、保護者会等の開催により保

護者同士の連携が支援されているか
38% 17% 4% 42%

・あまり会う機会がないのでよくわかりま

せん。

・毎年ダンス楽しみにしています。

今後も保護者同士の皆様が連携が取れ

る機会として保護者交流会等開催させ

ていただきますので、その際はお気軽

にご参加ください。

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

92% 0% 0% 8%

・満足しています

・入院中や産後協力していただき大変助か

りました。ありがとうございました。

⑰
子どもや保護者との意思疎通や情報伝達への配慮が

されているか
96% 4% 0% 0%

・満足しています

・顔を合わせた時、連絡帳・電話等でかな

り細かく配慮されている。

・いつも様子を教えて下さり、連絡帳に書

いてくださってよくわかります。

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

75% 0% 0% 25%
・満足しています

・お手紙が丁寧でしっかりされている。

⑲ 個人情報に十分注意されているか 96% 0% 0% 4%
・満足しています

・同意書など確認する時がある。

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

71% 8% 0% 21%

・満足しています

・防犯と感染症についてはまだよくわかり

ません。

当法人では、それぞれのマニュアルご

とに全従業員で委員会を作り、マニュ

アルの見直しや、改善を行っておりま

す。防犯の面では、教室にALSOKセ

キュリティの導入と監視カメラの設

置、不審者対応の訓練等を行っており

ます。感染症については、衛生委員会

のもと、感染症への呼びかけや職員お

便り等を作成し、全教室に周知してお

ります。今後は保護者様向けにも周知

できればと思います。貴重なご意見あ

りがとうございました。

㉑
非常災害時の発生に備え、定期的に避難・救出、

その他必要な訓練が行われているか
92% 0% 0% 8% ・満足しています

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか 96% 4% 0% 0%

・満足しています

・いつも楽しみにしています。

・特にダンスが好きみたいです。

㉓ 事業所の支援に満足しているか 100% 0% 0% 0%

・満足しています

・家族の中のことまで、よくわかってくだ

さり、送迎時間の相談等もよく考えてくだ

さる。親がうっかりしていても、先生方が

この日は大丈夫か？と気づいてくれること

が多かった。本当に細やかに配慮がいき届

いている。とても丁寧で親身になってくだ

さると感じている。

・いつもありがとうございます。これから

も宜しくお願い致します。

励みになる沢山のお言葉をいただきあ

りがとうございます。今後も子供たち

が今まで以上に、毎日楽しく安全に通

えて、保護者様と子供たちに寄り添っ

た事業所にしていけるよう、精進して

まいりますので、今後ともクオリティ

オブライフを宜しくお願い致します。
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