
公表：令和 4年2月25日

事業所名　　　児童デイサービス　バンビ　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）　17名　　回収数　17件　　割合　100 ％

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

82.4% 5.9% 0.0% 11.8%

・確保されていると思う
・十分だと思うが、活動の様子
を見たことがないので数分でも
見てみたい

　活動の時間に来て頂くし
か方法がないので、見学
に来て欲しい。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 88.2% 0.0% 0.0% 11.8%
・適切である
・少人数の利用者に対し先生
がたくさんいて安心感がある

　法令では利用者10人に
対して2人の支援者なの
で、人数としては十分に配
置している。

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

94.1% 0.0% 0.0% 5.9%

・わかりやすく色々工夫されて
いることが伝わってくる
・子どもが理解しやすく過ごし
やすいよう数字や絵、仕切りを
使って工夫されていると思う
・トイレの場所も一度で覚えた
ので分かりやすいと思う

　児童発達支援ではもう少
し構造化できると良いと考
えている。レイアウトの変
更後にチャレンジしたい。

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

94.1% 5.9% 0.0% 0.0%

　コロナになって以来、床も
壁もおもちゃ等も毎日消毒
して、清潔に過ごせるよう
に職員がみんな努力して
きている。

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% 0.0% 0.0%

・保護者が気付かないような
視点で分析して頂けるので信
頼している
・定期的に詳しい発達支援計
画書を頂き、内容も分かりや
すい

　アセスメントをしっかりと
取り、根拠を以って支援し
ようと努力している。個人
個人の苦手さやどんなス
モールステップであれば有
効なのかを日々考えて支
援している。

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

94.1% 0.0% 0.0% 5.9%

・個に合わせた具体的な計画
を立てて頂いています
・自分の子どもの特性に合わ
せて様々な対応・支援をしてく
れている

　発達支援や家族支援、
地域支援に分けて計画作
成をしており、芽生えのあ
る項目を抽出して目標に
掲げ取り組んでいる。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

94.1% 0.0% 0.0% 5.9%

　計画に沿って行えるよ
う、訓練指導室にも計画が
すぐに見れる環境を整えて
いる。

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

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・週ごとに違ったプログラムを
用いて支援してくれている
・家庭内や幼稚園では体験で
きないような体験をさせても
らっている
・色々な活動があり、帰宅する
と楽しそうに報告してくれる

　個別に対応することや、
集団での取り組みもあり、
楽しく経験できているよう
に見受けられる。

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

35.3% 0.0% 17.6% 47.1%
・コロナ渦では難しいかもしれ
ない
・あります、有難いです

　コロナでない場合でも、
受け入れてくださる機関が
あまりない。

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

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
変更があった時もわかりやす
い資料で説明してもらえる

　文章にてできる限り分か
りやすく説明するように努
めている。

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

94.1% 0.0% 0.0% 5.9%
定期的な面談で説明してもら
える

　保護者面談ではしっかり
と説明し、他の時期には、
ご要望をお聞きして作成し
じっくりと読んでいただき質
問を受け付けている。

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

76.5% 5.9% 0.0% 17.6%

・面談でアドバイスをもらえる。
それ以外でも相談しやすい環
境が整っている
・様々な対応方法をいつも教
えてもらえる

　個別に対応している。ま
た、保護者交流会では障
害の特性が分かりやすい
映像を見て頂いた。

アンケート期間：令和3年 11月 25日～令和3年 12月 24日
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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

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・活動の後に様子を聞くことが
できて日々の成長を確認する
ことができる。また連絡帳に記
録されるのでありがたい
・毎回とても詳しく様子を教え
てくれるので安心して任せてい
る

　送迎時に詳しく状況を説
明している。課題に対する
自宅での状況や、行動の
原因や解決方法などを話
し合っている。

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

94.1% 5.9% 0.0% 0.0%

・面談を通して困りごとを相談
でき、家庭での取り組みに対し
てアドバイスも頂けています
・いつでも困ったときは相談で
きる

　面談や日々の保護者と
の会話によって心配事や
提案を話している。

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

88.2% 0.0% 0.0% 11.8%

・今年は参加できずすみませ
ん
・先日初めて参加したが、また
機会があれば参加したい

　１１月に開催し、保護者
同士で色んなことをざっく
ばらんに会話した。

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

94.1% 5.9% 0.0% 0.0%

・いつも適切なアドバイスを頂
き、何かあっても大丈夫と思え
る
・色々相談した時しっかり対応
してもらえて安心した

　ご相談があった時にはな
るべく応え、即答できない
場合は一旦持ち帰り協議
して返答している。

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

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・連絡帳がきちんと機能してい
るし、LINEが利用できるように
なって利便性が向上した
・毎回子どもの情報や気持ち
を詳しく教えてもらえて満足し
ている

　公的なことは文章によっ
ての発信を基本としてお
り、個人的なことはライン
や連絡帳、直接お会いして
説明している。

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

76.5% 0.0% 0.0% 23.5%
会報は見たことがないが、HP
にきちんと掲載されている

　１ヶ月遅れではあるけれ
どブログを更新してどんな
取り組みを行ているのかを
発信している。

19
個人情報の取り扱いに十分注意されている
か

94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 十分注意していると思う
　極力漏洩しないように努
力している。

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。

94.1% 5.9% 0.0% 0.0%

・訓練については聞いていな
い
・わかりやすく資料にまとめら
れて配布されている
・定期的に避難訓練などして
いると思う

　災害時や感染での対応
などを発信して、保護者が
どう判断して欲しいのかア
ンケートを取っている。

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

88.2% 5.9% 0.0% 5.9%

・うちの子どもが通所する日は
なかった
・訓練の内容や日程など事前
に知らせてもらっている

　シェイクアウト訓練は全
員が活動で行っており、実
際の避難救出訓練は曜日
によって行っている曜日と
そうでない曜日がある。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 76.5% 17.6% 0.0% 5.9%

・夏休み期間中は色々な経験
ができ、とても楽しそうにして
いた
・とても楽しみにしていて安心
して利用できる
・楽しく通所している、最近は
楽しそうにバンビの名前を口
にする
・保育園以上に楽しみにしてい
る

　それぞれのお子さんの状
況があり、バンビが楽しい
子も自宅にいたいであろう
子もいる。また、同日の利
用児童が苦手な場合もあ
るかもしれない。

23 事業所の支援に満足しているか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・様々な活動プログラム（週替
わり）があり、内容にとても満
足している
・非常に満足している。先生方
には感謝してる
・先生の対応・支援内容の豊
富さなど満足している

　支援のスキルは向上でき
るように研修や支援会議を
行い、内容については職
員が一生懸命に準備してく
れている。
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○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。
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