
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
100% 0% 0% 0%

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 100% 0% 0% 0%

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

92% 0% 0% 8%
・子どもの視力が悪いので色々サポートして

頂いていると思いますが設備などは不明。

貴重なご意見ありがとうございます。

ハード面としては、昨年度幼児用にト

イレと手洗い場を一部改修工事致しま

した。また、ソフト面では、お子様が

スムーズに過ごせるように、活動に応

じて空間や部屋を分けたりしておりま

す。これからもお子様が安全に楽しく

通える施設にしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

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。

100% 0% 0% 0%
ビルの階段の踊り場や1階通路の喫煙スペース

の匂いが気になります。(子供達も通るので)

ご意見いただきありがとうございま

す。喫煙スペースについては保護者様

のご意見の通り、管理会社とも相談の

上、早急に場所を移動するなど対応し

たいと思います。

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
100% 0% 0% 0%

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

100% 0% 0% 0%

⑦ 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか 100% 0% 0% 0%

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
100% 0% 0% 0%

・天気によっても臨機応変に対応されて

いる。

認可外保育園が併設されていることも

あり、予め月間予定と、週案を作成し

ております。ご意見いただきました通

り、雨天時のプログラムも予め用意し

ています。今後も日本ならではの四季

を感じられるよう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
52% 12% 0% 36%

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。

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
100% 0% 0% 0%

公表： 令和２年　5月　1日　

クオリティ・オブ・ライフ 子育て支援教室 配布数：　27枚　回答数：　25 枚　回収率： 93 ％
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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%

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
72% 12% 0% 16%

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%

・迎え時に日中の様子や困り事に対する対応

の仕方等を伝えて下さり、とても参考になっ

ている

励みになるご意見ありがとうございま

す。今後とも保護者様との密な連絡を

取っていきお子様の成長をサポートで

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。

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
100% 0% 0% 0%

・一日の出来事を帰りの際に教えていただき

ありがとうございます。保育園では連絡帳が

ないので母が迎えに行けないことが多く心配

しています。いつも困った事など話を聞いて

くださりアドバイス助言ありがとうございま

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
48% 36% 0% 16%

・まだそのような活動に参加したことがない

・父母の会は年に何度かあると情報交換がで

きてありがたいです。

・予定が合わず前回は参加できませんでした

が、機会があれば是非参加したいです。

貴重なご意見ありがとうございます。

また前回開催時はご参加いただきまし

てありがとうございました。今年度は

頻度を増やして開催する計画を立てて

いますが、コロナの影響等で延期に

なっております。別の手段でも交流す

る機会を作れるように検討しておりま

すので、機会がありましたらお気軽に

ご参加いただければと思います。

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

96% 4% 0% 0%

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
100% 0% 0% 0%

・送迎の際に活動の様子などを詳しく教えて

下さるので助かります。

励みになるご意見ありがとうございま

す。送迎の際だけでなく、LINEやブロ

グ等を活用して、教室での様子を伝え

ていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

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

84% 8% 0% 8%

⑲ 個人情報に十分注意されているか 92% 8% 0% 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

100% 0% 0% 0%

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
88% 0% 0% 12%

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか 88% 12% 0% 0%

・泣かずに行けるのできっと楽しいんだと思

います。

・本人はいつも楽しみにしています。センセ

イ、センセイと言って家ではいうことを聞か

ない事が多いですが、QOLでは出来ないこと

もやろうとしているので驚きます。

・いつもニコニコしながら帰って来るので毎

回楽しく活動しているのだと感じます。

㉓ 事業所の支援に満足しているか 100% 0% 0% 0%

・これからも宜しくお願い致します。

・信頼して預けることが出来ています先生方

のおかげです。

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。コロナウイルス

の影響もあり、活動も制限されてし

まっていますが、今後も子供たちが、

毎日楽しく安全に通えて、保護者様に

も親しみやすく思って頂ける事業所作

りに努めてまいります。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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