
公表　　　     平成 31年 3月 1日

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 184 17 3 3

・活動、運動、勉強とわけられていてわ
かりやすく確保されています。
・工夫されたスペースはあるが、走りま
われるほどではない。
・室内、屋外の活動ができて良いと思い
ます。
・広くて楽しそう。
・時間割を決めて、空間は仕切られてい
るが、狭いような気も…
・十分と言われると少し狭いように思う。
・現状に大きな不満はなく、現実的には
難しいかも知れないが、もう少し広い場
所で体を動かすことができればと思いま
す。
・教室のそれぞれのスペースが手狭な
印象。
・おもちゃなどもキレイに整理されてい
て、家でも参考にしたいです。
・部屋はせまい

・限られたスペースでの活動を保障す
るためにグループを2つに分け、運動と
他の取り組みを交互に行う等工夫をし
ています。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか
173

（二重丸
1）

25 3 5

・親グループの先生と療育に関わってる
先生数名としっかりされています。
・子どもの様子や、困っている事など、分
かりやすく教えていると思う。
・ここしか知らないので、適切かどうかは
分からない。
・専門性については疑問あり
・もう少し専門性の先生が見る回数を増
やしてほしい。
・言語聴覚士さんがもう少し多くしてもい
いのでは
・今年度の担当職員の方は専門性に欠
けていると思います。
・１対1でいいです。
・片寄りがあるようにも思う。
・細やかに配慮頂いていると思います。
・細やかにご対応下さっています。
・活動がうまくいっているときはよいが、
集団ワークの場合トラブルがおきた時、
他のお子さんにたたかれたりした場面で
は親に対応などふくめて、どうしたらよい
のかおしえておいてほしい。

・職員の資質、専門性の向上は施設運
営方針の重要事項として取り組んでい
るところではありますが、ご指導の点は
不十分と言わざるを得ません。今後に
つきましては一層、職員の資質向上に
向け、職場研修の充実に努めて参りま
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

159 26 4 18

・これが終わったらコレ！次にコレ！と本
人の見通しがわかるように工夫されてい
ます。
・バリアフリー化に関して、こぐま園の建
物にはエレベーターがあるでしょうか？
・バリアフリーではないがうちは特に問題
ない。
・環境に問題はないが建物が古いので
設備は十分ではなさそう。
・施設が古いので仕方ないと思いますが
トイレなど個数を増やしてほしい。
・ついたてで分けられていてわかりやす
いです。
・古い建物を工夫している感じ
・通路も広く歩きやすいですし直線が多
い動線なので、子どもにも大人にも良い
造りだと思います。
・担当の先生がある日突然退職した。通
所日の翌日に退職したのに、知らされた
のは次の通所日で、その後は職員が足
りず保護者で話し合う時間が中止される
ことが続いた。
・子どももどこに何があるかわかりやす
いようです。

・こぐま園では療育の方針として、構造
化や視覚支援を積極的に取り入れて
います。
・施設の老朽化や設備面の改善につ
いては、京都市とも協議し、その改善
に努めているところです。
・情報伝達への配慮については、今
後、適正化に努めてまいります。

事業所名：児童発達支援センター　こぐま園　 保護者等数（児童数）４０１名（４０９名）回収数207　　割合　51.6％
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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

176 18 8 5

・清潔で暖かいお部屋です。
・床の髪の毛が少し気になります。
・トイレのスリッパを脱ぎはきする境界が
子どもに分かりにくい。オムツ交換する
場所が中央にマットを敷いて寝かせるの
が改善してほしい。
・トイレなどは古いので、あまり清潔感を
感じられません。
・古い建物を工夫している感じ。
・どの部屋もシンプルな造りになってい
て、子どもの気が散らないようになって
いると思います。
・掃除は行き届いているが建物の老朽
化がひどく、トイレが不衛生な印象。
・きれいにして下さっています。
・建物の老朽化は気になる。
・トイレの古さとにおいが気になる。

・環境面での整備については、療育前
後の職員による点検を徹底いたしま
す。
・トイレは掃除の徹底を行うとともに、、
子どものスリッパの導入後改善を進め
ていきたく考えております。

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

192 9 4

・個別で丁寧に作成して頂いています。
・子どもの得意と苦手を上手に取り入れ
て下さってます。
・支援計画については、療育内で出来る
事がメインになっているので、園生活に
もつながる計画が作れると助かる。
・現時点で大きな問題はないと思われま
す。
・子どもの事をよく見て下さっていると計
画書を見て思いました。

・併行通園の通園先との大切にした取
り組みを一層進めてまいります。

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

153 18 35

・目標に対する支援内容を明確に伝えて
下さり、分かりやすい。自宅でも実践でき
る内容になっており、助かっている。
・「これが苦手なのでこんな風に関わって
いって、こんな活動を入れていきます。」
とすごく明確です。
・ガイドライン内容がわからない。
・ガイドラインを把握していないから適切
かどうかわからない。
・細やかに面談等で相談に応じて下さっ
ています。

・児童発達支援ガイドラインの保護者
への説明については今後、要約版を活
用する等、解りやすい説明に努めてい
きたく考えております。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか 181 17 10

・目標が達成できていると親もうれしいで
す。
・どんな事をしているか解らない時があ
る。
・1回の利用時間が短い。
・親子分離のあと、児の状況を詳細に伝
えて下さり、助かっている。

・毎回の療育後のフィードバックの徹底
に努めています。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ているか 161 23 4 16

・少しずつ改善（成長）もあり、目標も変
化してきている。
・たぶん
・毎回違うプログラムを工夫されている。
・毎回、色々考えて下さり、取り組みを楽
しみにしています。
・定期的にプログラムの見直しをして下
さっています。

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障害のない子どもと活動する機会がある
か

63 36 44 64

・保育園にも行っているので
・保育園の先生との交流はあったが、ど
のような内容を伝えられたのか不透明
・機会はいただいているが、行ったことが
ない
・ここは併行通園の施設なので「障害の
ない子との交流」は幼稚園の方でやって
るから問題ないと思ってます。福祉セン
ター祭りや法人のぶどう祭のお祭りで、
たくさん交流があります。
・併行通園のため（特にこぐま園での交
流はありませんが…）
・園の先生の授業参観はとても良かった
と思います。
・洛西愛育園などの見学がありました。
・普段は通常の保育園に通っている。
・機会がないと思いますが、そこまで要
るかどうか、分かりません。
・おまつり（センター）なども楽しみにして
います。

・併行通園先との連携は大切にしてい
ます。地域との交流は今後の課題と考
えています。

適
切
な
支
援
の
提
供



10
運営規程、利用者負担等について丁寧な説
明がなされたか 189 11 1 3

・毎回、丁寧に御対応下さっています。
・兄弟がいる場合についてきちんと説明
をしてくれなかった。”聞いた場合のみ答
える”との回答で驚いた。（初めてで分か
らない（知らない）ことだらけなのに）
・丁寧過ぎて、難しい部分もある。
・園長先生からも説明ありました。

・利用者負担（多子軽減、上限管理等）
については、解りやすい説明に努めて
まいます。

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
たか

181 10 3 13

・きちんと説明されています。
・支援計画や活動プログラムの作成につ
いては、子どもの成長具合に応じて、も
う少し頻繁に修正などが必要かな？と思
います。（5～11番に対してのご意見）
・ねらいと計画はすごくしっかりして下
さっています。

・個別支援計画の見直しについては、
必要に応じて行っていくよう努めてまい
ります。

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 110 41 13 44

・家庭での悩みや困りごとも相談にのっ
て下さっています。
・毎回療育の時間が短いため（1ｈ）充分
な支援ができているとは言い難いです。
もっと先生とお話し＆相談できる時間が
ほしいです。（12～14番に対してのご意
見）
・保護者へのペアレントトレーニングの機
会をもう少し増やして頂けたらありがた
いです。
・プログラムには参加していませんが、
今までは、支援センターの相談で十分
じゃないかと思います。
・悩み事などは、常に聞いてくださり心の
支えになってくださっています。
・親グループでは色々な話を聞けて、話
せて助かっています。

・こぐま園では保護者支援を運営の柱
に置いております。今後とも子どもの理
解を深めていくために保護者との協働
を進めてまいります。

13
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、
子どもの発達の状況や課題について共通理
解ができているか

185 16 5 2

・職員の方々からの状況報告と保護者
の現状報告を共有できていると思いま
す。
・物足りないが、ある程度は行われてい
ると思う。
・子どもの様子を伝えてくれない日もあ
る。丁寧に様子を伝えてくれる日が少な
いので、もっと毎回話す時間をとってほし
い。
・毎回、活動のあとに職員の方が親にそ
の日の様子を伝えてくれる。
・毎回伝え合い知恵を出し合っていま
す。

・今後とも保護者との共通理解を深め
てまいります。

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

185
（二重丸

1）

19 2 3

・適切なアドバイスを頂けてありがたいと
思っています。
・面談はないが、話を聞いてもらったり助
言をもらっている。
・もう少し助言をいただけるとうれしいな
と思うことがあります。
・”面談”というより、いつも立ち話で終わ
るので落ち着いていろいろ相談できる雰
囲気ではない。
・面談ではなくても、普段から色々とお話
を聞いて下さってたすかっています。
（13・14番に対してのご意見）

・限られた時間とスペースを有効に使
える様、工夫をした取り組みを行いま
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
いるか

66 59 30 27

・こどもの担当だけでなく保護者グルー
プの懇談の担当の先生がいます。グ
ループ毎の保護者への支援は保護者担
当の先生と、保護者同士で話し合える時
間が毎回とってあるので、楽させてもらっ
ています。「保護者会も作らなきゃ！」と
なると、障害児の母に負担が重いので。
自閉症の会への交流会のおさそいのプ
リントが希望者にはもらえたりするから、
情報に取り残されずに繋がる事ができ
て、孤独にならずにすんでいます。
・特に父母会や保護者会は行っていない
のでわかりません。
・経験のある方からの話やわかち合いが
すごく助かります。

・併行通園では、通園の頻度やグルー
プ別の療育を行っていることからも保
護者会活動の実施はできにくい状況と
思われます。

保
護
者
へ
の
説
明
等



16

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制を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

163 21 19

・こちらの要望を丁寧に聞いて頂き、叶
えて下さるよう努力して頂いていると思
います。
・何でも相談しやすくて助かっています。
・対応は遅いがなんとか。忘れられてい
るのかと思うときもあるが…
・普段はよく対応して頂いているが、欠
席や相談などのTELした時の対応はずさ
んなことがあった。
・申し入れた保護者に対して手厚くして
頂いていると思うが、その間他の方へは
フォローできなくなるので申し訳なく思
う。相談がある場合は時間が足りない。
・どの先生も、すごく親身に寄り添ってく
れています。

・連絡表等を使い、確実に担当に伝わ
るよう改善を図ってまいります。

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か 171 23 1 7

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

78 45 59 65

・毎年、振り返りがあったり、見る機会が
あったが、ホームページはない。
・HP等あまりチェックしていない。
・行事予定は前もって配布してくれてい
ます。様々なことから、HP（ネット公開）
や、会報（手間がかかる）ようなのは難し
いんじゃないかと思いますが、連絡体制
は「シルフ」とかのような一斉メールをし
て連絡（台風で休みとか）してくれたら便
利だと思います。「業務に対する自己評
価」は、どうかな？私の子どもの成長に
ついて、相談や進捗を教えてもらったり
できてるから満足です。そもそも個人情
報にふれない表現で、自己評価をネット
等で大公開!!て、できるものなんでしょう
か？様々な子がいるのが療育施設だか
ら、個人対応がきちんとしてたら、それで
いいと思ってます。

・今回の事業所評価の公表を機に『こ
ぐま園のホームページ』を起ち上げまし
た。今後は台風等による休園連絡に活
用する等、その充実につとめてまいり
ます。

19 個人情報に十分注意されているか 180 4 2 18

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・説明されているか。また、発生を想定した
訓練が実施されているか

109 31 15 50

・地震や大雨等の際の対応聞きました。
・訓練はしてないです。
・訓練はないが、説明はされている。
・これから言葉が通じたら、このような訓
練が必要だと思います。
・短時間利用のため分からない。
・セアカゴケグモの時に対応がありまし
た。
・災害時等、非常事態が起きた時の対応
については説明して頂いているが、具体
的にどういう訓練が行われているかは存
じておりません。
・防犯マニュアルは知りません。

・各種マニュアルを作成し、周知を図っ
てまいります。

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か 65 31 22 87

・月に２回しか行ってないので確認したこ
とがないです。
・短時間利用のため分からない。
・避難訓練がありました。（親子通園の
時）
・大地震があった後も”この建物は耐震
的に危ない”とのことを平気で話されて
いた。何かあったらどうするつもりなの
か。

・親子通園は毎月、火災・地震を想定し
た訓練を実施していますが、利用頻度
の少ない併行通園での実施は、その
内容も含め検討してまいります。

22 子どもは通所を楽しみにしているか
193

(はなまる
1

二重丸2）

8 2 2

・すごく楽しみにしてますし、行くのが楽し
いです。
・３年目になりますが、お友達もでき、幼
稚園より楽しく通園させて頂いていま
す！
・朝は楽しみにしているが、午前中に保
育園へ行って、昼寝中に起こして連れて
くるので機嫌が悪い事が多いです。
・いつも楽しく通っており、本人にとっても
大切な時間です。
・子どもは、こぐま園か保育園が一緒だ
と思っています。
・月２回なので、日が空いてしまうため、
時々嫌がるそぶりを見せますが、こぐま
園に着くと楽しそうにしています。
・毎回、行くのをとても楽しみにしている。
・親が仕事を休み時間をとっているの
で、甘えが全力にでます。
・すごく楽しみにしています。意欲もすご
く感じます。

・併行通園という形態上、時間や療育
の頻度には一定限界があると言わざる
を得ませんが保護者の方と工夫をして
いきたいと思います。

非
常
時
等
の
対
応



23 事業所の支援に満足しているか
170

（二重丸
1）

30 4 1

・毎回、とても喜んで参加しています。と
ても親子共々よくして頂いています。
・部分的な支援に留まるため、将来に向
けた複数施設との連携を強化して欲し
い。
・満足です。
・個人的にはもうすこし日数を増やしてい
ただけると助かります。
・限りあるのは分かっているのですが、も
う少し長い時間であれば良いなと思いま
す。
・情報をもらったり、親としても非常に助
かっています。
・満足はしていますが、フィードバックをし
ていただく時にアドバイスをいただけると
うれしいです。どこが苦手で何をしていく
方がいいのか。
・助かっているが故に、もう少し時間・日
数の増加を望んでいます。
・支援の内容は満足しているが、先生が
子どもに合っているか不安に思われる
保護者がいる。
・将来的な見通しがよく分からない。（必
要な事など）
・駐車場が狭すぎるのが残念です。
・現在の保護者グループでの時間、とて
もリラックスできてありがたいです。
・もっと長い時間だとより良いです。
・せっかく仕事を休んで行っているので
利用時間を長くしてもらいたい。1回の利
用が1時間で何が変わるのだろうか。
・来年度より回数が増えるが、2週に1回
は少ないように思う。
・満足だが、回数を増やしてほしい。
・月2回の通所では少なく感じる。
・もう少し回数が多いもしくは時間が長い
と子どものためになると思います。
・私も子どももすごく満足してます。安心
できる事業所さんです。

・療育の日数（頻度）や時間について
は、多くの利用希望者がある現状か
ら、一定限界と言わざるを得ません。
今後は、療育内容等の充実を図る中
で、少しでもご要望に応えられるよう努
力してまいります。

○

満
足
度

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。


