保護者等による児童発達支援自己評価表集計結果
事業所名：行田市社会福祉協議会児童デイサービスセンター
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職員の人数は十分かつ、専門的

2 な指導・助言を 受けられるか

3

おもちゃ図書館内の物の配置が
子どもに分かりやすいよう※ⅰ
になっているか。また、危険な箇
所はないか。

施設は、清潔で、心地よく過ごせ
る環境になっているか。また、子

4 ども達の活動し易い空間となっ

13

13

13

ているか

適
切
な
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援
の
提
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ご意見
・ロビー（吹抜け）の2階手すり
に登って落ちそうになることも
あった。今後はそこを気を付け
てほしい。
・広く見通しが良いが、個人ス
ペースもあるといい。
・コロナ対応のための密を避け
るスペースは十分確保されて
・なんでも気軽に相談できるの
で助かる。アドバイスもしてくれ
て心強い。
・通所できない期間も電話連絡
にて助言等をもらえるのは安
心できる。
・個別対応が多い時は、全体
的にもう少しスタッフが多い方
がよいと感じることもある。
・シンプルにトイレ、おもちゃ置
き、本棚なので、子どもにも分
かりやすい。
・かごや片づける場所などに物
の写真があると分かりやすい。
・トイレ側の壁の大きな積み木
が倒れないか心配。
・子どもが落ち着ける場所（マッ
ト）があるので安心して過ごせ
ます。
・廊下での活動や、物品の共
有時は足を拭いたり消毒する
機会が増えるとよいと思う。
・子どもの苦手なことやできな
いところをできるように、支援計
画を作って実行している。
・細かいところまで気づいても
らい、相談に乗ってくれて助
かっている。
・親以上に考えてくれてありが
たい。

おもちゃ図書館は、児童デイ

1 サービスを行うのに十分なス

わからない

ご意見を踏まえた対応
・療育中は、危険個所にお子さ
まが立ち入らないがないよう、
スタッフも最新の注意を払うよ
う努めます。
・個人スペースは、状況に応じ
て他の居室を使用するなど、対
応をとるよう努めます。

・利用される方の人数に応じて
適切にスタッフを配置しており
ますが、当日のプログラムが安
全かつ円滑に進行できるよう、
今後も努めて参ります。

・おもちゃ等をしまうかごに写真
を付ける等で、お子さまに分か
りやすくなるよう、工夫いたしま
す。
・危険個所等について改め確
認し、対応いたします。
・可能な限り物品等を消毒する
よう努めて参ります。
・部屋の入口に足拭きを設置し
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※ⅱが作成さ
れているか

13

6

児童発達支援計画に記載された
「本人支援」、「家族支援」及び
「地域支援」で示す内容が、具体
的かつ適切に記載されているか

13

・児童デイ利用時や自宅でも具
・今後も分かりやすい説明がで
体的どうしたらよいか、分かり
きるよう、努めて参ります。
やすく記載されている。

13

・目的をもっていろいろ工夫し
てあるので助かる。

児童発達支援計画に沿った支

7 援が行われているか

8

活動プログラム※ⅲが固定化
（マンネリ化）しないよう工夫され
ているか

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

13

5

2

運営規程に定められた、利用者

10 負担等について説明がなされた
か
児童発達支援ガイドラインに基
11 づき作成された「児童発達支援
計画」の説明がなされたか
保護者に対して家族支援プログ
12 ラム（ペアレント・トレーニング※
ⅳ等）が行われているか

13

2

・毎回楽しく参加している。
・スタッフの声かけや導入の仕
方がよく工夫されているので、
同じような課題でも目的をもっ
て取り組める。
・いつもプログラムが異なり楽
しめる。同じプログラムでも、成
長や発達具合に応じて達成目
標を変えてくれるのでよい。
・保育所を併用しているので、
本人自身は両方経験できてい
ると思う。
4
・コロナの影響で兄弟姉妹が参
加できないのが非常に残念で
ある。
・契約時に説明されている。
・変更がある都度、きちんと説
明されている。

・今後もご利用者個々のニーズ
や課題に対し、適切な支援計
画を作成するよう努めて参りま
す。

・今後も支援計画に沿った支援
を行って参ります。

・おこさんの状況に応じて、プロ
グラムを少しづつ入れ替えるよ
うにしておりますが、新しいも
のを取り入れるよう努めます。

・コロナウイルスの収束状況を
みながら、地域の方が交流で
きる機会を作っていきたいと考
えております。

13

・定期的に見直し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを
行い都度説明を受けている。

12

・場面ごとに都度指導を受けて
いる。
必要なお子さんに対し、ご家族
・スタッフから間接的に冷静に の状況を踏まえながら、適宜行
みてもらえるため、励まされる うよう、継続して努めます。
ことが多い。

1

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
13 達の状況、課題について共通理
解ができているか

保
護
者
へ
の
説
明
等

・たくさん話を聞いてくれるの
で、たくさん話をすることができ
る。
・活動が始まる前や自由あそ
びの時などで、いつも話を聞い
てもらている。
・親が気づかない子どものいい
ところをたくさん見つけてもら
い、うれしく思う。
・児童デイを休んでいる時もき
ちんと連絡をもらえる。
・話をしたいときは時間を作っ
てくれるので、すごく嬉しい。
・定期的なモニタリング時だけ
でなく、都度、相談やアドバイ
スをもらうことができる。

13

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

13

が行われているか
父母の会の活動の支援や、保護

15 者会等の開催等により保護者同

5

13

・いつもすぐに対応してもらえ
る。

13

・活動が始まる前に、プログラ
ムのねらいや流れについて丁
寧に説明がある。

11

・特別支援学校の巡回相談や
言語聴覚士の日程が事前に周
2 知され、参加しやすくなった。
・ホームページに児童デイの予
定を載せてほしい。

子どもや保護者との意思の疎通

17 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
18 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

19 されているか

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
20 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

非常災害の発生に備え、定期的
21 に避難、救出、その他必要な訓
練が行われているか

子どもは通所を楽しみにしてい

満
足
度

13

6

4

22 るか

12

23 事業所の支援に満足しているか

12

・保護者支援（相談等）は随時
受け付けておりますので、お気
軽にご相談ください。

・コロナ禍ではあるが、工夫し ・今後も、保護者の方々が交流
6 て開催できている。次年度も参 できる場を作るよう、努めま
加させてもらいたい。
す。

2

士の連携が支援されているか
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
16 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

・今後も保護者の方と一緒にお
子さまの成長見守り、発達の
状況や課題について共有理解
ができるよう努めて参ります。

・相談しやすい関係づくりに努
めます。

・社協広報（社協だより、HP,
フェイスブック）をとおし、情報
発信に努めます。
・事業所評価結果（自己評価）
は、3月末にHPに掲載いたしま
す。

・配慮していると思う。

2

2

1

1

・契約時に説明を受けたと思
う。避難訓練日にあたることが
少ないので、参加機会が少な
い。
・火災（消防）訓練は経験した
が、それ以外は不明。
5
・コロナ対応は説明があった
が、その他（緊急時や防犯）は
説明がなかったと思う。
・A4用紙１枚程度で簡易アニュ
アルにて避難経路が分かるよ
うにしてほしい。
・行われていると思う（日程が
合えば参加したい）
6
・火災（消防）訓練は経験した
が、それ以外は不明。
・「児童デイ楽しかった」と言っ
てくれるので、私も嬉しい。
・施設に入るとはりきって、階
段を登り歩いていく。部屋の中
1
でも笑顔が多いので楽しんで
いると思う。
・親も子どもも毎回楽しみにし
ている。

・マニュアルは社内で運用して
おり、配布はしておりません
が、おもちゃ図書館で閲覧いた
だけるよう準備しております。
・避難経路が分かる平面図等
については、ご利用者の皆様
に配布できるよう準備を進めま
す。

年2回（9月・3月）、避難訓練を
実施しております。事前に予定
表に明記するようにいたしま
す。

・今後も楽しんでご参加いただ
けるよう、努めて参ります。

まだ改善の余地があるとお ・引き続き満足の向上に、ス
もう。期待を込めて。
タッフ一同努めて参ります。

