
公表：令和 5年2月15日

事業所名　　　児童デイサービス　バンビ　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）　16名　　回収数　16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

75.0% 12.5% 0.0% 12.5% 法令通り確保しています。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 68.8% 0.0% 0.0% 31.3%
専門性を高められるように
研修を行っています。

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

87.5% 0.0% 0.0% 12.5%
伝達の方法など工夫されてい
ると感じています

アセスメントを随時行い、
障害特性を踏まえ、分かり
やすく構造化をして取り組
んでいます。
２階までの階段はバリアフ
リー化されていません。

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

87.5% 0.0% 0.0% 12.5%
お手洗いを借りた時に埃がた
まっている箇所があり気になり
ました

ご意見を頂き、掃除の際に
見えていない部分に目を
向けてマニュアル化しまし
た。

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

93.8% 0.0% 0.0% 6.3%
目標や希望に合わせて作成し
て下さっています

保護者のニーズは随時お
聞きして、課題の設定を行
い個別支援計画に反映さ
せています。

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

87.5% 0.0% 0.0% 12.5%
とても具体的に作って下さって
います

個別支援計画の作成はガ
イドラインの項目を参考に
して、具体的な方法まで計
画に盛り込んでいます。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

87.5% 0.0% 0.0% 12.5% されていると思います
計画に沿って手順書を作
成し取り組んでいます。

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

87.5% 0.0% 0.0% 12.5%

・週替わりでプログラムが組ま
れておりその中に本人に合っ
た方法を取り入れて頂いてい
る
・製作で作ってくる物がいつも
可愛くて本人も喜んで飾って
います

活動プログラムは固定化し
ないように取り組んでいま
す。

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

18.8% 6.3% 12.5% 62.5%
保育園の先生と連携して、情
報交換をして下さっています

コロナ禍であったため、依
頼することは出来ませんで
した。

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% されていると思います
文書にて説明を行っていま
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

87.5% 0.0% 0.0% 12.5% されていると思います
計画を示して説明し同意を
得ています。

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

68.8% 6.3% 0.0% 25.0%
何かあると、こうしたやり方が
ありますよ！等アドバイス下
さって助かっています

随時子育ての悩みや特性
を踏まえたアドバイスを
行っています。

アンケート期間：令和4年 12月 25日～令和5年 1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

93.8% 0.0% 0.0% 6.3%

・支援の様子をウェブカメラ等
で見たいです（写真でも可）
・相談に対していつも丁寧に
フォローを頂いています
・送迎時、子どもの様子を分か
りやすく教えて頂いています

写真や映像については検
討してみますが、個別対応
は難しいかもしれません。

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

93.8% 0.0% 0.0% 6.3%
相談に対していつも丁寧に
フォローを頂いています

家族面談は定期的に行
い、相談は随時対応してい
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

75.0% 0.0% 6.3% 18.8% 今年は参加せずすみません
11月に保護者会は開催し
ました。

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

87.5% 6.3% 0.0% 6.3%
質問か相談等をすると、とても
親切に詳しく答えて下さり助
かっています

なるべく早く対応するよう
努めている。

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

87.5% 0.0% 0.0% 12.5%

・毎日子供のことやバンビさん
のことを詳しく伝えて下さって
います
・連絡帳や送迎時に教えて頂
き満足です

送迎時には送るだけでは
なくお子さんの様子やお母
さまの要望をお聞きして支
援に繋げています。

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

75.0% 0.0% 6.3% 18.8%

１ヶ月遅れではあるけれど
ブログを更新してどんな取
り組みを行っているのかを
発信しています。

19
個人情報の取り扱いに十分注意されている
か

68.8% 6.3% 0.0% 25.0%
極力漏洩しないように努力
しています。

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。

68.8% 0.0% 0.0% 31.3%

災害時や感染症発生時の
対応については文書で説
明し、また感染した場合の
対応で、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

62.5% 0.0% 0.0% 37.5%

シェイクアウト訓練は全員
が活動で実施しています。
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りま
すが、その時々で曜日は
変更しています。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 87.5% 6.3% 0.0% 6.3%
その時の気分により、行く！と
言う日となかなか行く！となら
ない日があります

楽しみにしてくださるお子さ
んが多いのはありがたい
です。気持ちにムラがある
ようなお子さんはその状況
を伝えて下さると助かりま
す。

23 事業所の支援に満足しているか 87.5% 12.5% 0.0% 0.0%

・外遊びが出来たり、室内も広
いスペースがあると良い
・とても楽しみにしている
・楽しく通っています
・週替わりでプログラムがある
のが良いです
・大変満足しています

長期休暇の時や時間に余
裕がある時には、外へ遊
びに行くことも取り入れて
います。
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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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