児童発達支援 保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
事業所名

Tomo de coco
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分

1 に確保されている

保護者等数（児童数） 22人
はい

14

どちらとも
いえない

いいえ

わから
ない

回収数
ご意見

公表：令和 2年 5月 1 日
20枚

割合

91％

ご意見を踏まえた
対応

・少し狭いと思う
・勉強スペースと遊びス 活動内容に応じて環境調整を
2 ペースがきちんと確保 し、広く使えるようにしていま
出来ていると思います。 す。

4

・スタッフの専門性が分
からない

環
境
・
体
制
整
備

職員の配置数や専門性は適切で
2 ある

13

・先生はたくさんいら
今後、ホームページ等でスタッ
しゃって適切であると思
フの専門性等について公表し
6
います。
ていく予定です。

1

・先生についての情報
があまりないので分か
らない。
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
3 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

17

その時その時で子ども
の行動はちがっている
2 と思いますが、
配慮はしっかりとして頂
いてると思います。

事業所室内を左右で静と動の
スペースに分け、カーペットを
色分けすることで構造化を
図っています。また、バリアフ
リー構造になっています。

19

1 なっていると思います。

毎日の清掃・消毒により清潔
維持に努めています。

子どもと保護者のニーズや課題が
5 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

19

保護者様とお話をさせていた
お話をした上で立ててく
だき、お子様にはアセスメント
ださる計画なのでニー
1
をさせていただいた上で計画
ズは反映されていると
作成をさせていただいており
思います。
ます。

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
6 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

18

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

4 も達の活動に合わせた空間となっ
ている

適
切
な
支
援
の
提
供

児童発達支援計画に沿った支援が
7 行われている

活動プログラムが固定化しないよう

8 工夫されている

その都度先生方が考え
お子様に応じた項目を設定
1 て選択をしていってくれ
し、計画を作成しています。
てると思います。

1

18

・満足しています。
・プリント学習以外の支 計画に応じた支援を行ってい
2
援内容があまり分から ます。
ない。

15

1

・色々と変化をさせなが
ら取り組んで下さってい
お子様の発達状況に応じて、
ます。
4
必要なプログラムを追加・修
・プリント学習以外の支
正しています。
援内容があまり分から
ない。

8

1

保育所や認定こども園、幼稚園等

9 との交流や、障害のない子どもと活
動する機会がある
運営規程、利用者負担等について

10 丁寧な説明がなされた

20

2

・幼稚園とは連絡を取り 公園で、障害のないお子様と
9 合って下さって助かって の交流があることもございま
います。
す。

説明を受けました。

運営規程・利用者負担等につ
いても契約時ご説明させてい
ただいております。

チェック項目
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
11 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

はい

19

どちらとも
いえない

いいえ

13

18

ご意見を踏まえた
対応

きちんと説明は受けて
ガイドラインに基づいた計画
います。計画が変われ
作成を行い、保護者様からの
ば、それについても説
同意を得ています。
明を受けています。

2

事業所内のペアレントトレーニ
ングは行っておらず、職員が
家で出来ることがあれ
県内関係機関の主催するペ
3 ばどんどん伝えて頂け
アレントトレーニング研修に参
ると嬉しいです。
加出来るよう調整していきま
す。

2

行われている

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
13 状況、課題について共通理解がで
きているか

ご意見

1

保護者に対して家族支援プログラ

12 ム（ペアレント・トレーニング等）が

わから
ない

・利用のたびにお話さ
せて頂いています。
・保育所へ送迎してくれ
1 ているので保育所の先
生へアドバイスしてくだ
さってたりしてありがた
いです。

1

毎回の支援終了時に、保護者
様へのフィードバックを行って
います。行き帰りとも、送迎を
利用している方は毎回の
フィードバックが出来ていない
のが課題です。対策として、課
題プリントに支援提供の内容
を書いてお伝えすることもあり
ます。

・利用のたびに何かあ
れば伝えて下さってい
ます。
定期的に、保護者に対して面談

14 や、育児に関する助言等の支援が
適
切
な
支
援
の
提
供

11

4

2

3

4

1

10

5

行われている

父母の会の活動の支援や、保護者

15 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

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
16 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

17

1

15

2

いる

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
18 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

15

3

個人情報の取扱いに十分注意され
19 ている

17

1

現在は行っておりません。
又、そういう機会があれ
また、機会を設ける予定では
ば嬉しいです。
あります。

・何かあれば伝えたり、
伝えて頂いたり、本人
のためにどうすれば良
いかを話し合えていて、
先生方の対応に不満は 個別相談の申し入れがあった
際は、即座に日時設定をし対
2 ありません。
応をしております。
・土曜日の通所につい
て、他の施設とのかね
あいで悩んでいたが、
快く受け入れてくれた。
何かあれば伝えたり、
伝えて頂いたり、本人
のためにどうすれば良 特性に応じた視覚的支援や情
3 いかを話し合えていて、 報伝達手段が出来るよう、状
先生方の対応に不満は 況把握に努めています。
ありません。

子どもや保護者との意思の疎通や

17 情報伝達のための配慮がなされて

モニタリングの際に面談や話
・保育所へ送迎してくれ
し合いをさせて
ているので保育所の先
いただいております。
生へアドバイスしてくだ
さってたりしてありがた
いです。

1

・月ごとに渡して頂く行
事
予定を見るのが楽しみ
1 です。
・毎月の行事予定はお
たよりで発信されてい
る。

2

毎月「Tomo de cocoだより」を
発行し、行事予定や連絡事項
の発信させていただいており
ます。

取り扱いについては分
個人情報が記載された書類
かりませんが、たぶん
は鍵付き書庫に保管していま
注意して下さっていると
す。
思います。

チェック項目

非
常
時
等
の
対
応

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
20 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

はい

どちらとも
いえない

いいえ

わから
ない

16

11

ご意見を踏まえた
対応

・訓練しているのか分か
ら
なかったですが、他事
業所さんでは月に１回
避難訓練をしています。 火災訓練・地震・津波訓練を
4
設定し、年2回以上の訓練を
・マニュアルの周知、説 実施しております。
明はされているが訓練
が実施されているかは
分からない。

非常災害の発生に備え、定期的に

21 避難、救出、その他必要な訓練が

ご意見

2

行われている

22 子どもは通所を楽しみにしている

19

1

23 事業所の支援に満足している

19

1

満
足
度

7

訓練しているのか分か
火災訓練・地震・津波訓練を
らなかったですが、他事
設定し、年2回以上の訓練を
業所さんでは月に１回
実施しております。
避難訓練をしています。
・本人は「私にピッタリ」
などと言って通うのが楽
しくて仕方がないようで
今後も楽しみにしていただけ
す。
るように努力していきます。
・行くのは嫌がるが、
行ってみると楽しんでい
る。
少しずつですが、伸び
ていってくれている子ど
もの様子を見れていま
す。大満足です。

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。

