
チャイルドウィッシュみらいたまのい　保護者等からの事業所評価の集計結果 ( 公表 )

たまのい      令和　４年　1月　１１日 集計人数 名
＊ご意見　　　・回答

　 項　目 は　い どちらでも い い え わからない は　い どちらでも い い え わからない ご意見

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れているか

＊難しいですけどもうちょっと広いとう
れしいですよね
＊スペースは決して広くはないが、先生
方の工夫で充分楽しめているように思う
・法令遵守はしていますが、もう少し広
いと良いですね

職員の配置数や専門性は適切であるか
・保育士、児童指導員、公認心理師を配
置しています

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

・できるだけ気が散るような視覚情報は
少なくし、絵や数字で分かりやすくして
おり、危険個所の整備についても保護
マットなどでガードしてあります

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

・整理整頓、掃除、換気、除菌、消毒等
を行い、清潔を保っています（コロナ対
策︓タケックス、ジアコ、空気洗浄カー
ド、手指消毒等）

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

・今後もお子様と保護者様のニーズに耳
を傾け、また、日々の支援より課題を見
出した上で、計画作成をしていきます

児童発達支援計画書には、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（本人の支援及び移行
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

・ご不明な点がございましたら、遠慮な
くお話下さい

児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか

・引き続き、お子様の特性やニーズ、課
題に沿った支援をしていきます

活動プログラムが固定化しないよう工夫さ
れているか

＊イベント、楽しみにしています
＊新しくリズム遊びが取り入れられたり
といつもブラッシュアップされていると
思います
・土台型療育（心と身体と脳）の考え方
を基礎に、楽しみながら活動できる内容
を考えています

保 護 者 回 答 詳 細 全 体 統 計 詳 細 



9
児童館や公園等で障害のない子どもと活動

する機会があるか
5 1 1 12 26% 5% 5% 63%

＊コロナ禍ではなかなか難しいのではな

いかと思う。今後の状況に期待します

＊保育園に通っているため、特に必要と

感じない

・安全面を考慮し、課題となっています

10
運営規程、利用者負担等について丁寧に説

明がなされたか
19 100% 0% 0% 0%

・ご不明な点がございましたら、遠慮な

くお話下さい

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

19 100% 0% 0% 0%
・ご不明な点がございましたら、遠慮な

くお話下さい

12

保護者に対してお迎え時やお茶会、面談な

どを通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

19 100% 0% 0% 0%

＊親の不安な時や子どもの異変にいち早

く気づき声をかけて下さったり、対応し

て下さることに感謝しています

＊お茶会などで支援の内容を体験させて

頂いたり、個別での相談など多方面から

支援をして頂いてると感じています

＊パパ会、またありますか？

・送迎時やお茶会、モニタリング、家庭

訪問等でお話させて頂いています

・パパ会の開催時にご案内致します

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

19 100% 0% 0% 0%

＊いつもみらいでの様子を詳しく教えて

頂いたり、気軽に相談にのって頂いた

り、しっかり共有できていると感じます

＊保育園でのことなどを担任に聞いて頂

き、みらいでの生活と比較できているた

め、助かっています

・家庭での出来事や園の行事等の様子

（動画）などいろいろ知りたいです

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
18 1 95% 5% 0% 0% ・今後も遠慮なくお話下さい

15
お茶会やパパ会等の開催により、保護者同

士の連携が支援されているか
18 1 95% 5% 0% 0%

＊お茶会でいろいろなお母さんとの交流

でリフレッシュでき助かっています

＊可能であれば土曜に開催する日もあっ

て欲しいです

＊最近、参加できていなくてすみません

・ご都合によりご参加が難しい保護者様

は、お茶会たよりに内容を掲載しており

ますので、ぜひご覧下さい。また、土曜

日に本部よりZOOMで療育配信も行って

いますので、ご活用ください

・土曜日のお茶会は課題となっています



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

せれているか

18 1 95% 5% 0% 0%
・小さいことでも一人で抱えず、ご相談

下さい

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
19 100% 0% 0% 0%

＊その日のことを分かりやすく、また、

細かく説明して下さっています

・特にご要望がある保護者様は、お知ら

せ下さい

18

毎月のおたより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

19 100% 0% 0% 0%

＊毎回の連絡帳やおたよりをとても楽し

みにしています。また、インスタグラム

でも子どもの様子がよく分かり楽しんで

います

＊インスタ楽しみです

・今後も子育てのヒントやみらいの療育

についてたくさん発信していきます

19
個人情報の取り扱いに十分注意されている

か
19 100% 0% 0% 0%

・日ごろから確認し合ったり、研修でも

勉強しています

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・説明されているか。また、発生を

想定した訓練が実施されているか

16 2 1 84% 11% 0% 5%
・それぞれマニュアルがあり、研修、訓

練を行っています

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
18 1 95% 5% 0% 0%

・１年毎に水害、地震、火災訓練を行

い、訓練が終わったら、保護者様に一斉

メールを送らせて頂いています

22 子どもは通所を楽しみにしているか 19 100% 0% 0% 0%

＊休みの日でも行きたがります

＊とても楽しみにしています

＊みらいでの活動が楽しいようでいつも

嬉しそうにしています

・お子様の「たのしい」の気持ちを大切

にしています

23 事業所の支援に満足しているか 19 100% 0% 0% 0%

＊大満足で頭があがりません

＊これからもよろしくお願いします

＊いつもありがとうございます

＊発達が早く大満足です

・アンケートのご協力ありがとうござい

ました。今後も質の向上のため、ご意見

をお待ちしております
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