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）
公表：2022年3月24日
事業所名

チェック項目
1

保護者等数（児童数）42 回収数40

こじか「子どもの家」

子どもの活動等のスペースが十分に確保されて
いるか

はい

40

どちらとも
いいえ
いえない

0

0

分からない

ご意見

0

・机とイスで作業も出来、カー
ペットを床に敷いて図形等を
あそべる程、スペースがあり
充分です。
・栄養士の先生がお辞めにな
られた後、毎月の郷土料理
やその日の給食に使用され
ている食材の紹介、食材の
下ごしらえのお手伝いが無く
なってしまい、大変残念でし
た。

割合

95％

ご意見を踏まえた対応

・人員の課題もありますが、コロナウイルス問題
から（特に年度後半よりオミクロン株がはやり、乳
幼児感染リスクも以前より増加したこと）,なるべく
口に入れるものや、人の出入りの配慮も考えて
のことでした。
今後、感染症流行がおさまりましたら、クラス担
任が給食室と連携し、食材の下ごしらえのお手
伝いなどできるようにしていきたいと思います。

・先生方の負担を考えると何
とも言えません。
・適切であると思いますが、 ・職員の人数は適切ですが、職員の人数が多い
先生の人数は、もっと多くて 方がというご意見の中には、指導が行き届いて
もよいと思います。
いないという問題があるのかと思います。今後も
職員指導には、力を入れていきたいと思います。
また、人数が多いことで子どもの自立や子ども同
士の関わりを妨げる場合がよくありますので、現
在の職員数も検討しつつ、職員指導をすすめて
いきたいと思います。また、職員の働き方改革も
大切であり、適切な人員は確保しながら、有給休
暇計画的付与等働き易い職場作りをすすめてい
ます。ご理解していただければと思います。
・1クラス3人の先生なのかな 同上
と思っていましたが、2人の時
が多く、大変忙しそうで、全員
に目が行き届いているのか
疑問に感じる時がありまし
た。

2

・状況にもよりますが、もう少 同上
し先生の人数が増えると、ゆ
とりをもってお世話や見守り
が出来るのではと思いまし
た。

職員の配置数や専門性は適切であるか
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2

1

・例年三人体制のところ二人 同上
体制のことが多かったように
感じます。
・理学療法士の指導を受けて ・年度当初、PTが実際に指導が入りました。その
いません。
後も経過や指導内容については、毎回朝礼に出
し、園長、PT、OT、他クラスの先生にも相談しな
がらすすめていました。個別支援計画中の運動
の箇所にも、その内容を反映させ、説明させてい
ただいています。また、保護者から質問があった
ときも、PTに相談し、お応えしていました。
・単独通園においても、もう少
しPT,OT等サポートがあれば
心強いです。ホール活動は
直接PTの先生に見てほしい
です。

環
境
・
体
制
整
備

・朝礼などの時間に、園長、PT、各クラスの先
生、全体でホール活動の内容を相談しあい、アド
バイスをもらったうえで、ホール活動に取り組ん
でいます。運動だけ、ホール活動だけを取り上げ
ての指導には限界と問題があります。子どもを生
活全般の中で評価し、ホール以外の多くの場面
での配慮、指導が重要になってきているので担
任がPTと連携をとって、取り組んでいることをご
理解下さい。

・個別対応が必要な事態が
重なる事が多くあるのではと
感じました。学期はじまりや
不安定な児童がいる時には
補助の先生が入るなど、対応
がある（？）のが、とてもあり
がたいです。
・栄養指導がなかったのは残 ・クラス担任が栄養士との連携をとり、担任から
念でした。
指導が必要な場合は、また保護者の方から希望
がありましたら、迅速に対応しています。
・小集団10：50からですが、と ・今年度は、毎日のように遅刻で登園された方が
くに６～９月10分～ひどい時 複数おり、その対応をしていました。その方に
２０分先生が遅れて来ます。 は、随時指導とお願いをしてきましたが、改善が
時間には、お部屋にいてくだ みられず、こちらの指導の問題は大きかったと反
さい。お友達もお休みが多く 省しております。また、その時の職員同士の声の
親子2人家にいるのとかわり 掛け合いが不足しておりました。そのようなことが
ません。時間でお金を払って ないように努めます。
います。時間でサービスを提
供する事よろしくお願いしま
す。
7月10回 8月7回
・未記入 1名

・各教材ごとにトレイにまとめ
られていて、子どもにとって、
とても見やすく分かりやすい
です。出して,片付けもしやす
い為、あと片付けの習慣も身
に付く。バリアフリーもされて
いて、目で見て分かる様、写
真や絵、カレンダーカード類
がとても充実しています。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境*１になっているか。また、障がいの特性に
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

39

1

0

0

・とても勉強になる配置空間
だと思います。家でもマネし
ています。
・その日にならないとどちらの
部屋で活動するのか分から
ない事が多かったです。教材
の使い方、やり方教えて欲し
いです。

・その日のお休みの人数により、また、今年度は
遅刻者やお休みされる方が多く、集団が成り立
たないため当日にお部屋の変更をさせて頂いて
おりました。急な変更でお子様にとって不安を与
えてしまったと思います。子どもにとって今なにを
優先するべきかを考えて対応させて頂きたいと思
います。
教材については、個別指導や小集団活動の中
で、保護者の方にも見本をみせたり説明してきま
したが、なお分かり易いように伝えていきます。

・毎日、先生と子どもたちが、
お掃除をしてくれているの
で、整理整頓されていると毎
週思っています。「項目３」同
様で、目で分かり易い活動の
場になっています。

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

37

1

2

0

・その日の登園人数により、
活動する部屋が変わるという
のは、多少なりとも子どもた
ちに混乱をもたらしてしまって
いるように見えました。様々
な事情がおありだとは思いま
すが、子どもたちが落ち着い
て活動できる環境空間を提
供していただけるとありがた
いです。
・いつもきれいに整えていた
だき、消毒等とても大変かと
思いますが、しっかりしてい
ただき助かっています。
・とにかく教室が清潔!!おどろ
きました。
・トイレの水回りがいつもぬれ
ているので、手を洗ってその
後ペーパーで1人1人拭くよう
にして欲しい。

・ご指摘のクラスは、その日のお休みの人数によ
り、また、今年度は遅刻者やお休みされる方が多
く、集団が成り立たないため当日にお部屋の変
更をさせて頂いておりました。急な変更でお子様
にとって不安を与えてしまったと思います。子ども
にとって今なにを優先するべきかを考えて対応さ
せて頂きたいと思います。

・トイレが朝来てもよごれてい
る事がありました。ペーパー
タオルがゴミが朝もりもりとあ
ることがありました。（ばらの
トイレ）

・今年度より掃除チェックリストを作成し、毎日掃
除後（子どもたちが降園後）の確認をしています。
閉館する際も各部屋を見守り、各部屋の施錠確
認とともにゴミのチェックをし、また翌朝も子ども
たちが登園前には確認をしています。このよう
に、降園後、そして翌朝、登園前、ゴミは必ず捨
てておりますが、日中ゴミが増えた状態のままに
なってしまったと考えられます。
ご指摘のトイレは、隣のクラスと共同で使用して
もらっていますが、朝、個別指導で来ている2組
の子どもが使用しているための可能性もありま
す。療育中にも気をつけて、ゴミが多い時には捨
てる対応をしていきたいと思います。

・半年に一度、作ってもらって
います。とても細かく見て頂
いています。（何がムズかしく
何が達成しているか、親が見
てすぐ分かるようになってい
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*2が作成されて
いるか

9

0

0

0

・今、その子に何が必要かと
いうことがとても明確な支援
計画を作成していただいてい
ます。
・計画に基づいて丁寧に指導
して頂き、出来る事が増え、
嬉しく思っています。
・困り事、学びたい事をもっと
明確にお伝えするにようにし
たいです。
・未記入 1名

・多数の子どもたちがそれぞれのトイレトレーニン
グの時間に使用するトイレのため、水道回りがぬ
れてしまっていることがありました。職員が気が
付いた時には、拭き取るなどの対応をしていきた
いと思います。

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か

37

0

0

2

7

児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
るか

38

2

0

0

8

活動プログラム*3が固定化しないよう工夫されて
いるか

36

1

0

1

適
切
な
支
援
の
提
供

・子どもの苦手な所、課題、
生活面等、偏食、人との関わ
り方、言語、状況の説明やス
ケジュールの見直し、気持ち
のコントロール、毎回しっかり
ピックアップしてもらい、丁寧
で細かく、繰り返し支援しても
らっています。OKです。より、
丁寧に計画してもらい、支援
してもらっています。
・計画だけにとらわれず、常
に現状から必要な支援をして
いただき助かります。
・栄養士の支援計画はどう
なってますか？アンケートに
質問した事も回答がないまま
です。

・常に新しい教材を部屋に置
いてもらっています。子ども
はとても興味を持ち、やり方
を先生からしっかり聞く、学ん
であそぶ姿があり、流れをす
ごく吸収されていると思いま
す。
・先生方が子どもの興味関心
を考慮しながら活動プログラ
ムを考えてくださっているの
で、日々飽きることなく楽しく
活動できています。
・教具が入れ替わるので、新
しいものをためす。人気のも
のを待つ力が身につくと感じ
ました。
・解説にもありました様に。
・感染症対策のため交流が
ないのは、しかたがないかと
思います。
・感染症対策の説明を、も
らっています。
・コロナ感染のためしかたが
ないと思います。
・新型コロナウイルスがおと
ついたら、再開していただき
たいです。
・コロナにより現在は交流を
控えている旨、理解致しまし
た。
・コロナのため仕方がないと
思います。
・コロナ禍なので
・感染症対策のため仕方が
ないと思います。
・今年度はコロナのため交流
は控えられていて、良かった
と思います。コロナがなくなれ
ば交流してほしいです。
・保育園との交流を娘が楽し
みにしていたので残念でし
た。

9

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、
障がいのない子どもと活動する機会があるか

9

7

17 6

・コロナ感染症対策で今年度
行われていません。
・こじか保育園の交流がな
かったのは、とても残念だ
が、コロナ禍ということで仕方
がないという思いが強いで
す。
・コロナ禍でいろいろな制限
があり難しいですが、落ち着
いたらいろいろな活動機会が
出来る事に期待しています。
・今年度に関してもコロナの
感染状況があったため
・コロナウイルス感染症のた
め行っていないです。
・コロナよ！早くおさまってく
ださい。再開を楽しみにして
います。
・コロナでその機会がうばわ
れる事はとても残念。この世
代に”障害者・児”というのが
どううつるのか、無知でいて
ほしくないと思います。
・コロナ禍ですので、仕方の
ないことだと思います。

・栄養士退職後、十分な引継ぎができておらず、
栄養士の指導が不十分でした。申し訳ありませ
んでした。アンケートの件に関しては、12月中旬
に回収し、3月にお応えさせていただきましたが、
今後、なるべく早めに対応させていただきます。

・コロナ禍の状況だからなの
かと理解しています
・未記入 1名

10

運営規定、利用者負担等について丁寧な説明が
なされたか

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

38
39

1
1

0
0

1
0

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*4等）が行われているか

37

12

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

39

0

0

0

0

3

1

・とても丁寧に説明していた
だき、私たち保護者がするべ
き支援も明確になり、日々実
践することができました。
・週1度の個別で、先生にアド
バイス頂いています。（やり方
が間違っていないか、接し
方、声のかけ方）
・個別の時間があるので、子
どもの様子をわかりやすく、
先生にも相談しやすいです。
・家庭での生活習慣など見直
して日頃の関わり方を一緒に
考えて頂き、園と家での様子
を共感できた。子どもの成長
につながりました。
・両親だけでなく、兄弟につい
ても具体的にどう反応、対処
してあげたら良いかの助言が
あるので、家族全員でこども
を支えていけるのが嬉しいで
す。
・上記（項目12）同様、毎日の
様子を伺っています。親も家
での様子伝えています。
・子どもの状況や課題につい
て共通理解ができていたた
め、園と家庭で一貫した取り
組みができたと思います。
・週1の個別

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

39

1

0

0

・個別指導の時間に、必ず面
談の時間をとっていただき、
小さなことでも相談にのってく
ださり、大変ありがたかった
です。
・なんでも相談に乗っていた
だけるので、心に余裕が生ま
れている気がします。
・毎回、とても丁寧にお話を
聞いて頂き、沢山のアドバイ
スをもらって、学んで（親）い
ます。（相談ごとがある際は、
すぐ対応してもらっています。
←本当に毎回ありがとうござ
います!!
・他のクラスの保護者と交流 ・コロナ禍以前は、行事等の時など（例えば、年2
する機会がほとんどなく、残 回の親子遠足などに交流の機会をつくったりな
念です。
ど）に、設けてきましたが、今年度も難しい状況で
した。かろうじて年3回クラス懇談会は開催するこ
とができました。ご理解いただければ幸いです。

15
保
護
者
へ
の
説
明
等

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

34

3

1

2

・コロナ禍開催のため、時間
短縮や飛沫など加味して事
前に質問や聞きたいことを伝
える手段があればなおよかっ
たです。
・ある程度制限があっても、
会がまったく開催されないと
いう状況ではなかったので良
かったです。
・転勤族やきょうだいが2人以
上の親、となりの棟の保護者
との交流を持ちたいが、コロ
ナで厳しいのが…
・毎回、とても丁寧にお話しを
聞いて頂き、沢山のアドバイ
スをもらって、学んで（親）い
ます。相談事がある際は、す
ぐ対応してもらっています。本
当に毎回ありがとうございま
した。
・たくさん相談させていただき
ましたが、その都度相談の場
を設けてくださり、大変丁寧
に対応していただき、不安や
疑問を解消していただきまし
た。ありがとうございます

・質問したい内容を書く用紙に関しては、事前に
どの程度の、どの範囲までの内容をお伝えする
べきかは検討が必要かもしれません。また、セミ
ナー後のアンケートに質問をお書きいただいた方
には後日、個別時に対応させいただきました。

16

17

18

19

20
非
常
時
等
の
対
応

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

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

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

個人情報の取り扱いに十分注意されているか

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。

37

37

35

38

37

2

1

1

1

1

1

1

3

0

0

0

1

1

1

1

・いつも相談事には迅速に対
応して頂き助かっています。
・相談事に対し、背景まで考
察し対応を考えて頂けること
を知り、とても感謝していま
す。複数の先生で考えていた
だくため、時間がかかる事も
理解しました。
・2学期のお集まりなどは、安
心出来るようにクラスで行わ
れる事が多かったが、3学期
は集団活動になるように、と
なりのクラスで活動する事が
多かったです。我が子にとっ
てどちらは大切なのか分から
ないまま参加して不安が残り
ました。
・電話や連絡帳などで細かい
やりとりがあります。
・年度途中での先生の異動を
前日に突然園だよりで知るこ
とになり、大変残念でした。
様々な事情がおありになるの
は理解できますし、先生間で
の引継ぎはしっかりされてい
たのだと思います。ただ、そ
の先生と積み重ねてきた取り
組みもありましたので、事前
にお知らせいただき先生とお
話しする機会をいただければ
ありがたかったです。
・担任の先生が他のクラスに
いっていることを知らされてい
なかった。一日中クラスにい
ないのに個別指導してて不
思議でした。
・兄弟がおり、すぐ子どもたち
を見てくれる人がそばにいな
いので、時間についてももう
少し早くお知らせしてほしい
時があります。
・療育手帳を持っているか判
定はAかBかと他の人がいる
廊下で立ち話で聞くのはどう
かと思います（お集まり前で
たくさんの親子さんがいまし
た）
・避難訓練を実施しているの
は知っているが、マニュアル
があるかはわかりません。
・毎月1回避難訓練、年2回引
き取り訓練やって頂いていま
す。
・夜中37.5度でて、朝36度に
下がって登園させると帰され
ました。一日お休みのこと知
りませんでした。

・ご指摘のクラスは、今年度遅刻、早退者、欠席
者が多く、集団が成り立たないために、合同で行
うようになり、その説明が不十分だったのかもし
れません。また、合同で行うメリットもあり、「どの
ような目的で」をしっかり伝えることができず申し
訳ありませんでした。しっかりと目的を伝えお子さ
んや保護者の方にも安心して取り組めるようにし
ていきます。

・年度途中で突然退職する職員がおり、大変ご迷
惑をおかけしました。子どもたちや園全体の子ど
もたちのことを検討した上でのことでしたので、事
前にお伝えできればよかったのですが、難しい状
況でした。

・懇談会でもお話しさせて頂いたとおり、職員の
教育のため他クラスで学ぶ機会を設けていまし
た。個別の内容についてはクラスのいる職員と話
した上で指導させて頂きました。
・毎回事前に行事予定表やその都度お知らせで
お伝えしておりますが、是非、ご確認くださいます
ようお願いいたします。

・配慮不足でした。個人情報の為、個別指導の時
に聞くなど配慮していきたいと思います。

・いつでもマニュアルを見ることができます。お声
掛けください。

・2022年2月3日のおたよりにも記載しましたが、
県内の感染者増加及びオミクロン株の特性もあ
り、37.5度以上の場合には、お休みいただき、医
療機関を受診をお願いしていました。その後解熱
しても経過をみた上で医師の判断のもと登園す
るようにご協力頂きたい旨に関してもお知らせに
て伝えてあります。ご理解とご協力をお願いいた
します。

・不審者侵入の訓練をやって ・防犯カメラを各所に設置し、常に事務室でみて
ほしいです。池田附属小の事 います。訓練に関しては今後、どうするのか検討
件をふまえて。簡単に外部か していきます。
ら人が入りやすい構造である
と思います。
・未記入 1名
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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

39
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0

0

・毎月1回避難訓練、年2回引
き取り訓練やって頂いていま
す。
・避難訓練を通して子どもが
地震などを意識するようにな
りました。
・力が入っていると思います。
非日常に弱い息子にはこの
訓練はとても重要です。
・友達（先生）とあそぶ楽しさ
を知り、ものすごく毎日楽し
みにして朝出かけています。
・毎日先生やお友達に会うこ
と、こじかの活動を本当に楽
しみにしています。
・朝車に乗る時、こじかの玄
関にむかう時は、にこにこし
ているので、楽しみだと思う
のですが、どうしても給食が
…すみません
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子どもは通所を楽しみにしているか

34
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・帰ってからも楽しかったと
色々報告してくれます。
・何もしていないのにひっか ・直前に止められず申し訳ありませんでした。ま
かれたり髪の毛をひっぱられ た、原因の中には、相手にも理由があることも
ることにおびえていました。 多々ありました。そのときはお互いのやり取りが
うまくいくよう職員が指導仲介しています。
・毎日笑顔で帰ったくるのを
見ると親として嬉しいです。
・まだまだ家が好きですが、
降園時はニコニコ笑顔です。
・2学期始めの頃のような行き
渋りはありませんでしたが、
まだ当園に時間がかかりま
す。

満
足
度
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事業所の支援に満足しているか

37

3

0

0

・親も子も困った時すぐ対応
して頂いて、アドバイスをもら
い、実践した結果、子どもが
とても成長できた。そして、親
も沢山子どもに対する接し方
やり方を学ことが出来た事で
す。そして楽しんでいる子ど
もの姿を見て、すごく充実し
ていることを感じ取れるので
満足しております。
・全ての職員の皆様のおか
げで毎日楽しく過ごせ、そし
てたくさん成長することができ
ました。本当にありがとうござ
いました。
・先生方にとても良くしていた
だき、ご指導とても支えに
なっています。
・コロナで仕方がないが、父
母どちらかではなく、両親で
参加したいイベントがたくさん
ある。とても両親で見れない
のは残念。園と連携が強化
できていても実際の子の様子
を父と母でみないと同じ温度
感で子の事がみえづらいで
す。

・コロナの状況をふまえ、密をさけるためにも、ご
理解とご協力をいただきたいと思います。(子ども
たちの安全、命を守るためのも…）コロナが落ち
つけば、両親での参加も可になるものが増えると
思います。

