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1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れている

11名 0名 ０名 ０名
新しく一軒家に引っ越してとて
も広くなって嬉しいです。

移転を行い以前よりスペース確保できて
いますが、より良い環境整備を行って参り
ます。

2 職員の配置数や専門性は適切である 10名 1名 ０名 ０名 適切である。
児童指導員４名、言語聴覚士１名、指導
員１名在籍。今後も職員研修等を行い専
門性の向上を図ります。

3

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

11名 ０名 ０名 0名
事業所玄関の段差が気になり
ます。

児童および職員への注意喚起を継続して
行う。また、足元の滑り止めを設置し安全
性を高めたいと思います。

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。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

11名 ０名 ０名 ０名 現状で満足しています。
日常的に消毒、除菌、清掃を行っておりま
す。また、児童の成長や活動内容によっ
て備品等の配置を変えております。

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

11名 ０名 ０名 ０名 作成されています。
今後も児童、保護者様のニーズの汲み取
りを行い、計画策定を行ってまいります。

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

11名 ０名 ０名 0名
制度上の事はあまり詳しくな
いが親切に教えてくれるので
支援内容は良いと思います。

まだまだ、家族様に満足できる支援とまで
は行かないので児童の成長に合わせた
支援を今後も取り組んでいきます。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

10名 ０名 ０名 １名
満足しています。
子供の成長が楽しみです。

今後も引き続き職員勉強会の質の向上を
しながら支援をしていきます。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

9名 ０名 ０名 2名 色々工夫されています。
地域資源の発掘を行い、児童の療育に繋
げられる様な活動を盛り込んで行きたいと
思っています。

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

9名 ０名 ０名 2名
今後交流を期待しています。
近隣の公園活動が多いです。

現在、新型コロナウィルスの影響で交流
出来ていない現状ですが、今後他事業所
や老人施設、地域とのコミュニティーとの
交流を予定しています。

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

11名 ０名 ０名 ０名 分かりやすい説明です。
言葉の説明では難しい部分があるので
Lineやメールなどで分かりやすく書面で説
明を今後も取り組んでいきます。

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

11名 ０名 ０名 0名 分かりやすい説明です。
今後も家族様に分かりやすく説明をしてい
きます。

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iv等）が行われている

9名 ０名 ０名 1名 相談には協力的です。
具体的な取り組みはまだですが、それに
近い家族支援をしています。今後は研修
など経験をして取り組んでいきます。

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

11名 ０名 ０名 ０名
送迎やＬＩＮＥ等で報告いただ
いていますので感謝していま
す。

児童の発達状況や課題の共有について、送迎
やＬＩＮＥを用いております。今後もより密に連携
できるよう努めてまいります。

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

11名 ０名 ０名 ０名 行われています。
こちらも面談時以外にも送迎時や電話、ＬＩＮＥ
においても随時相談を受けております。

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

8名 ０名 ０名 4名 今後の開催日程を知りたい。
コロナウィルスにより保護者会および懇親
会が延期・中止となったので、追ってご案
内いたします。

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

11名 ０名 ０名 ０名
職員の対応が早く早急に対応
してもらっています。

送迎時や電話・ＬＩＮＥ等で随時対応してお
ります。また、適切な対応体制をすべく職
員教育を行っております。

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

11名 ０名 ０名 ０名
ＬＩＮＥや電話などで状況が知
れて助かります。

今後も活動状況や事業所内での様子な
ど、速やかに連携出来るように努めてま
いります。

事業所名：アニマートちゃたん２号店　　　　　　　 　保護者等数（児童数）：　１１名分／　回収数：　１１名分／　割合：　１００％

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

適
切
な
支
援
の
提
供

保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）



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

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

11名 ０名 ０名 １名

・毎月おたよりで子ども達の様
子が見れて嬉しいです。
・ＬＩＮＥでその日の写真をいた
だけるのでありがたいです。

今後はホームページおよびフェイスブック
を活用し、活動の様子や活動状況を開示
していきたいと思います。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 11名 ０名 ０名 ０名 適切です。
個人情報の保護には徹底しております。
個人情報が含まれる書類等は鍵付きの
場所で保管しています。

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等を策定し、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

9名 ０名 ０名 2名
公文の配布や室内にも掲示
があり対応されていると感じま
す。

事業所内への掲示や職員勉強会等を
行っております。今後は公文書やお知ら
せを通じて保護者にも共有を行う予定で
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

8名 ０名 ０名 3名
次回の避難訓練の日程を知り
たいです。

日程が決定次第、ご案内いたします。ま た子供達には訓練
の「勉強 会開催」も継続して取り組 んでおります。
いかなる災害に備えるよう職員教育も行っております。

22 子どもは通所を楽しみにしている 11名 ０名 ０名 ０名 いつも楽しみにしています
とても励みになります。職員の専門性を高
め、より児童の療育に力を入れていきま
す。

23 事業所の支援に満足している 11名 ０名 ０名 ０名
満足しています。今後とも宜し
くお願いします。

事業所として今後も成長し、できる限りの
児童・ご家庭の支援を行ってまいります。
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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。


