
配布：125枚　　回収：94枚　回収率：75％
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1 97% 0% 0% 3%

センターはみんなが一堂に集える大きめのホールが同じ階にはありません。しかし、４階に

あるコミニティーセンターには、広い体育館があり、指導の内容によってはミニ運動会をし

たり、レクレーションを行うことがあります。来年度も引き続き、お子さんに合わせた支援

計画により、指導内容を設定しますので、担当の職員と話し合い、必要に応じてダイナミッ

クに身体を使う指導を取り入れるなどの工夫は可能です。

今年度は、コロナ対策の一環として、一つの部屋で過ごすお子さんと保護者の人数を少なく

するなどの取り組みをしてまいりました。

2 83% 6% 2% 9%

現在、療育保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床発達心理士など、資格を

持った18名の職員が、こどもたちの療育に携わっております。保護者が求める”専門”に対し

て、その希望に応えられるよう支援内容を工夫していくことで、対応していきます。お子さ

んの成長に合わせ、支援内容の変更などのご希望がある場合は、まずは担当職員にご相談い

ただけたらと思います。指導日の増と人員数については、利用される方の声を踏まえて、次

年度の検討事項としていきます。

3 86% 10% 0% 4%

視覚的な刺激への配慮については、物の数を減らす、カーテンで仕切る、玩具のない部屋を

用意するなど、センター全体で配慮しております。必要に応じて、部屋の変更は可能ですの

で、担当の職員と話し合って頂くことをお勧めします。

アンケートの「障がい」の表現については、厚生労働省のガイドラインに基づいたものに

なっています。表現を変更することができるかどうか確認していけたらと思います。

事業所名　　千歳市児童発達支援センター

保護者からの事業所評価の集計結果（公表）

チェック項目

環

境

・

体

制

整

備

お子さんの活動等のスペースは十分確保さ

れていますか。

職員の配置数や専門性は適切ですか。

生活空間はお子さんに何をする部屋なのか

わかりやすくした環境配慮をしています

か。また、障がいの特性に応じ、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ますか。



4 96% 3% 0% 1%

引き続き、コロナ対策として、部屋の換気や消毒はしっかりと行っていきたいと思います。

何か気づいたり、気になった場合はぜひ担当の職員に声をかけてください。

感覚統合の器具を導入しました。大きなトランポリンや吊り遊具を使った身体を使った指導

を取り入れることが可能となっています。担当の職員と話し合っていただくことをお勧めし

ます。床面についてはジョイントマットなどでの対応を考えていきたいと思います。

5 100% 0% 0% 0%

個別支援の計画は、お子さんの発達及び家族との生活に対する意向を踏まえ、総合的な支援

方針を考えていくことで、その生活の質が向上されることをねらった内容となっています。

お子さんと保護者のニーズに応えられる計画となっています。

6 98% 0% 0% 2%

ガイドラインに基づく支援内容を設定していますが、それぞれの家庭や地域での生活に根付

いた支援の内容が盛り込まれた計画であり、また支援の内容は日常目的的に遂行されやすい

よう計画を立てております。

7 99% 0% 0% 1%

お子さんの発達状況と保護者のニーズを聞き取り、他機関との連携を図っていくことで自然

に計画に沿った支援内容になると同時に、新たな課題を見出し、次のステップに向けた支援

計画も視野に入れながら支援が行われています。

支援で取り組む内容について懇談や個別支援計画支援を通し、担当職員と一緒に考えていく

こととなっています。疑問に思ったことがありましたら、せひ担当にご相談ください。

8 95% 3% 0% 2%

職員間の情報交換、発達検査を用いた客観的な視点、研修会への参加など、常に新しい情報

を得ることを意識し、活動内容がお子さんの発達ニーズに沿ったものであるよう配慮してい

ます。

9 70% 6% 11% 13%

小集団では未就園のお子さん（３歳児以上）を対象にクラス交流を行い地域のこども園の児

童と過ごす時間を設けています。また、自立支援協議会こども部会主催の交流参加を促すこ

とで、年上の障害を持つ方々との交流の機会も持つことができます。

適

切

な

支

援

の

提

供

お子さんと保護者のニーズや課題が客観的

に分析された上で個別支援計画が作成され

ていますか。

個別支援計画には｢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ますか。

個別支援計画に沿った支援が行われていま

すか。

当センターでの支援において、活動内容が

固定化されないよう工夫されていますか。

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

りますか。

環

境

・

体

制

整

備

生活空間は清潔で、心地よく過ごせる環境

になっていますか。また、お子さんたちの

活動に合わせた空間となっていますか。



10 98% 2% 0% 0%

入所の際、「千歳市こども通園センターのしおり」を用いて、センターの沿革からクラスの

体制、指導の内容などの説明を詳しく行っています。また随時、わからないことに対応して

いきますのでご確認ください。

11 98% 1% 1% 0%

支援計画の内容は、保護者のニーズだけでなく、普段困っていること、日常の様子、集団で

の様子など詳しく聞き取りながら、作成されています。その支援内容は保護者の気持ちに寄

り添ったものであり、かつ支援するメンバーが複数いる場合は意思統一を図られ一貫した支

援となることを目的として作成されていますので、保護者には丁寧で分かりやすい説明とな

るよう心がけています。

12 94% 3% 0% 2%

支援の内容は保護者のニーズに寄り添ったものであると同時に、専門的な視点が盛り込まれ

た内容にもなっています。お子さんの発達に関して、新たな気づきが生まれ、成長へのきっ

かけとなる家族支援内容となっています。

13 98% 1% 0% 1%

母子通園の強みである、保護者と直接話す機会が多いことは、センターの職員は意識を持っ

て取り組みを行っております。しかし、支援内容やお子さんの気持ちに合わせた活動の中で

は、どうしても保護者の方とゆっくりお話をする時間が取れないこともあります。そのよう

な時の為に、電話などでの対応や指導時間以外での懇談を設けることが可能です。お気軽に

ご相談ください。

14 99% 0% 0% 1%

年に数回、懇談時間を設ける他に、保護者から相談があった時など、支援が必要な場合は、

随時対話を設けることで、解決の糸口を一緒にみつけております。また、母子通園であるこ

との強みを生かして、指導の度に、家庭での様子を聞くことができ、お子さんの状況をより

深く把握することが可能です。その他、状況によっては電話など、臨機応変に対応すること

ができます。

保

護

者

へ

の

説

明

等

運営規程や利用料等について丁寧な説明が

なされましたか。

ガイドラインの｢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

｢個別支援計画｣を示しながら支援内容の説

明がなされましたか。

保

護

者

へ

の

説

明

等

保護者に対して家族支援（保護者がお子さ

んの行動を観察して特性を理解する、子ど

もへの関わり方を学ぶ等）が行われていま

すか。

日頃からお子さん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ますか。

定期的に保護者に対して面談、懇談や育児

に関する助言等の支援が行われています

か。



15 61% 11% 8% 20%

センターの保護者会活動は、会員以外の保護者に向けても、その取り組みを伝えています。

保護者の皆さんの意見は、こども達の未来につながる大切な情報であり、様々な環境の改善

のきっかけとなるものです。通われる全ての保護者が活動に参加されることをお勧め致しま

す。

16 94% 2% 0% 3%

保護者からの相談や希望に対して、教育委員会や他機関・事業者間の連携には、やや時間が

かかることはありますが、意向に沿った適切な支援となるよう配慮しております。また、発

達検査などの実施については、適切な期間内に実施することができておりますので、ご心配

なことがありましたら、引き続き担当の職員にご相談ください。

17 98% 1% 0% 1%

必要な情報が的確に伝わるよう、お子さんにはシンボルやサインなどを用いて、場面の理解

を促す支援を行っています。また、相手へ伝わることが楽しいものとなるよう、保護者も一

緒に働きかけ方を知らせていきます。

18 95% 2% 0% 2%
お便りの配布について、欠席された場合郵送にて対応しております。今後も、情報伝達が遅

れないように配慮しながら、保護者の皆様へお知らせします。

19 94% 1% 0% 4% 個人情報の取り扱いに対しては、十分な配慮の元、管理しております。

20 55% 7% 7% 31%
緊急時、感染などの対応については、掲示物などで保護者の皆様にお伝えしております。次

年度は、口頭でもご説明し、情報の共有に努めます。

21 43% 9% 10% 38%

火災防災については、年に数回発生を想定した訓練を実施しております。避難経路を出入り

口に貼り出す、お散歩などの外出時に確認するなど、日常の指導の中で取り入れ、意識を高

めていきます。

定期的にお便り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

ていますか。

個人情報の取り扱いに十分注意されていま

すか。

非

常

時

な

ど

の

対

応

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、

感染症マニュアル等を策定し、保護者に周

知説明されていますか。また、発生を想定

した訓練が実施されていますか。

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ます

か。

保

護

者

へ

の

説

明

等

保護者会の活動の支援や茶話会等の開催に

より保護者同士の連携が支援されています

か。

お子さん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ますか。

また、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、適切に対応され

ていますか。

お子さんや保護者との意志の疎通や情報伝

達のための配慮がなされていますか。



22 92% 6% 0% 2%

お子さんたちの療育指導が楽しいものとなるよう職員一同、工夫しながら遊びを提供してお

ります。また、環境の変化が苦手なお子さんの気持ちに寄り添いながら、支援体制を考えて

いくことにも気を配り、安心して通うことができる場所つくりを行っています。

23 95% 3% 0% 1%

当センターでの支援を必要とされている保護者の気持ちに応えるべく、センターで経験した

遊びや生活を通して、家庭やこども園等での生活をより充実させることができるよう常に意

識を持ち、職員の知識の向上と他機関との連携を図りながら、千歳の療育の発展に努めま

す。

そ

の

他

24 76% 24%
保育所や認定こども園、幼稚園などに就園

していますか。

満

足

度

お子さんは通所を楽しみにしていますか。

当センターの支援に満足していますか。


