
公表：令和４年（2022年）2月14日

保護者数（児童数48 人 回収数39人 割合81 ％

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
（未回答含） 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

69% 26% 5% 0%

・教室内でのサーキットでは狭く感じます。横
にころんだら机に頭をぶつけてしまう距離で
危険だと感じています。ホールでの活動を検
討して欲しい。
・仕方ないとは思うが、親子通園の保護者も
含めると少し狭く感じることもある。トイレは利
用時間をずらしたり空いている側を利用する
など考えられていると思う。
・教室・トイレが少し狭いと感じる。
・施設の広さに限りがあるなか、工夫してなる
べくスペースを確保していただけていると思い
ます。
・朝の会・帰りの会や、給食時は狭くてぶつか
る(特に親同士が)。
・着替えやおむつを入れるカゴを一回り大きく
して欲しい。
・児童・教員・保護者がそろうと少し密接した
感じになってしまう時があり、コロナ禍は少し
心配に感じた。
・色々な部屋があり、十分だと思います。
・体操をする時に狭く感じます。
・少し狭く感じる時もありますが、日によってな
ので十分だと思います。

・椅子の並べ方や活動の内容
を工夫するなど、環境を整えて
行きます。

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 59% 21% 15% 5%

・お休みの子がいて適切。全員出席だと人員
不足に感じる。先生達がとても忙しそうで見て
いられない。
・手が足りていないと感じる。質問や確認事項
は連絡帳で確実に返事を貰えるので不満は
無い。専門性はばらつきがある。子どもに対
して苛立ちをぶつけるような言葉をかける先
生がおり、適切な対応ではないと感じる事が
あった。
・担任の先生が全員そろっていない時、不安
を感じることがあります。
・配置数がもう少し増えると良い。
・いつもバタバタしていたり、手が足りていな
いように見える。
・今先生がお休みで代わりの先生が入って下
さっていますが、子ども達の落ち着きのなさも
あり大変そうで心配です。
・安全に過ごせるように先生の配置は手厚く
されている。
・困った時に補助してもらえなかったり、相談
しても返事がないことがよくある。

・職員の配置については、国
の配置基準以上の配置数で
対応しています。研修の充実
を図るなど職員一人ひとりの
スキルアップに努め、専門性を
高めていきます。

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か。また、障害の
特性に応じ、事業所の設備等は、バリヤ
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% 7% 3% 3%

・子ども達の活動のモチベーションにもなって
いるお当番活動が小さなボードに小さな文字
で書かれていて、大人用になっている。図や
イラストを使って子ども自身が分かる様にきち
んと構造化(視覚支援)をして欲しい。やらない
日にはやらない事を×で示して分かり易くす
る等工夫・改善をして欲しい。
・スケジュールや靴箱、棚などわかりやすく掲
示されている。
・視覚的なアプローチを増やしてほしい。
・全体だけでなく、個別にも指示が理解しやす
くしていただいています。
・教室内の物をもう少し減らせるとより安全で
視覚的にもクリアになると感じる。。
・決められた場所に分かりやすく配置されて
いると思います。
・靴箱や荷物置き等、マークが付いておりわ
かりやすいと思いました。

・器具が出し放しになっていたり、倉庫の戸が
開いていて危ないと思うことがよくある。

・お子さんに応じて個別に対応
しています。引き続き一人ひと
りに応じた支援方法を検討し
ていきます。また、環境整備に
努め安全に配慮していきま
す。

事業所名 越谷市児童発達支援センター
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【ぐんぐん 通園グループ・毎日通所】

保護者等からの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
（未回答含） ご意見 ご意見を踏まえた対応
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④
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる
環境となっているか。また、子ども達の活
動に合わせた空間となっているか

87% 10% 3% 0%

・床の拭き掃除は先生により拭く範囲がまち
まちです。アレルギーのお子様がいるので心
配です。
・教室だけでなく施設内が清潔で、不安なく過
ごすことができる。
・ごくたまにゴミや虫を見かける。口に入れそ
うになった。
・いつも清潔で過ごしやすいです。
・給食後や朝、先生方が丁寧に掃除して下さ
る。
・トイレがとなりのクラスと時間がかぶってしま
うと大変混雑するのでそれが少し気になっ
た。

・いつもキレイにして頂きありがとうございま
す。
・掃除が行き届いている。排泄物で汚してし
まった時もすぐに処理をして頂いた。
・各部屋にゴミ箱があるのは知っているが、
ホールでの活動中にパッとゴミを捨てられな
いので、親子通の時は保護者は小さいゴミ袋
を持参しポケットに入れておく等すれば、職員
の方へお渡しするほどでもないようなちょっと
したゴミ(髪の毛とか…)が減りますかね…？

・今後も衛生面等に配慮し引
き続き清潔で心地よく過ごせる
環境となるよう取り組んでいき
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
が作成されているか

91% 3% 3% 3%

・子どもの発達に沿った支援計画をたてて貰
えている。
・毎回、子どもに適した計画を作成してもらっ
ています。
・担当の先生によく考えていただけていると感
じます。
・子どもの発達状況に沿って支援計画で達成
出来る無理のない目標となっている。計画も
わかりやすい。
・保護者の気持ちは置き去りで「達成」だけを
求められるように感じる。

・個別面談等を活用し、保護者
と共により良い支援ができるよ
う作成していきます。

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

77% 10% 3% 10%

・子どものことをしっかり見て貰えていると感じ
る支援内容だと思う。支援内容の説明や中間
報告の時間もあり不満は感じていない。
・個別相談にて毎月の目標をしっかり設定し
て、それに向けての支援が出来ていると思い
ます。
・療育の中で、しゃべれる子どもとしゃべれな
い子どもに分けて数ケ月に１回の言語療法よ
りも、障害があってしゃべれない子どもの為に
通常の療育の中で言語療法の回数を増やし
て欲しい(個人個人の発声練習を取り組んで
欲しい)。

・どなたにもわかりやすく具体
的な支援内容を含んだ支援計
画を目指し提案させていただ
きます。

⑦
児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか

89% 5% 3% 3%

・クラス内の先生方できちんと情報共有がさ
れていると感じる。
・ちゃんと子どもに合った支援を考えていただ
いていると思います。
・保護者の意見やニーズは反映されていない
と感じる。

・日々支援計画を振り返りなが
ら計画に沿った支援が行える
よう努めます。

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

72% 18% 10% 0%

・早期教室で使われている大きなトランポリン
を使った活動をグリーンでは見た事がない。
・同じ内容・似たような活動があるが、数か月
前と比べ子どもの成長を感じることができる
点は良いと思う。コロナ禍でも思い出作りがで
きるよう活動工夫してくれて嬉しいです。
・季節や行事に合った活動が多く楽しそう。
・季節によってなど色々と考えられていると思
います。
・リズムが多いと思う。内容も固定化してし
まっている。園庭の遊具や砂場で遊ぶ機会を
増やしてほしい。

・お子さんの成長が感じられる
よう色々な活動を取り入れプロ
グラムを工夫していきます。

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
があるか

5% 13% 72% 10%

・コロナウィルスにより実施できていないが状
況を見て開催してほしい。
・どのように交流しているかなどの詳細を知ら
ないが、環境変化が苦手な子どものことを考
えると必要と思わない。
・今年度は状況的に難しいことは理解してま
す。
・コロナが落ち着き、機会があればまた交流
できるといいです。
・コロナの影響で交流できない期間が長引い
て残念でした。
・コロナウイルス流行のため、今は交流を控
えるべきである。
・コロナ禍なので今は難しいと思いますが、今
後の交流に期待しています。

・今年度も計画をしておりまし
たが、新型コロナウイルス感
染症の影響で実施できません
でした。今後も状況に応じ、検
討してまいります。
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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
（未回答含） ご意見 ご意見を踏まえた対応

⑩
運営規程、利用者負担等について、丁寧
な説明がされたか

79% 18% 3% 0%

・利用明細の説明がないのでよくわからない。
支払方法についても説明なく突然バスで渡さ
れたので驚いた。入園説明会などでも話はな
かった。
・ちゃんと説明していただきました。
・質問をした際に確認をとりながら丁寧な説明
をしていただきました。
・この評価表が難しくて、評価しづらいです。

・契約・重要事項説明会等でよ
り詳しく説明してまいります。

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

92% 3% 0% 5%

・子どもなしで説明を受けられる。同意確認の
前に質問があるかも確認してくれるので話し
やすい。
・とても丁寧に説明して下さる。
・個別相談の時にちゃんと説明していただい
ています。
・もっと保護者の意見を聞き、取り入れて欲し
い。

・今後もガイドラインに基づき
作成された計画を示しながら、
保護者に丁寧に説明してまい
ります。

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

77% 15% 3% 5%

・親子通園時や個別の時に相談にのって貰え
るのでありがたい。ペアレントトレーニングが
あるなら受けたい。
・個別指導時や親子通園時に相談させていた
だいたり、ご指導いただいています。
・親子通園のおかげで勉強になる。
・出来た時には一緒に褒めていただき、注意
するべき時には一緒に注意をするのを助けて
いただいています。
・個別面談や親子通園時に子どもとのかかわ
り方を教えていただけています。
・いつも相談に親身にのってもらっています。

・職員研修を重ねてより良い家
族支援ができるよう努めてま
いります。

⑬
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や、課題につい
て、共通理解ができているか

92% 5% 3% 0%

・クラス内の先生だけでなく、センター内の先
生達にも理解して頂いており助かります。
・連絡帳を通してできている。親子通園時にも
単独の時の様子を教えてくれる。

・夕飯についてや、出来るようになったことな
ど連絡帳などで報告させていただいていま
す。
・連絡帳などのコメント欄等で共通理解できそ
うだと感じました。
・ケガや体調について担任の先生方・看護師
の先生に理解し助言下さったり、対策を考え
て下さったりありがたいです。

・子どものちょっとした変化にも気付いて頂
き、出来るようになったことや単独通園の時
の様子など、報告して頂けた。
・人員が足りないのか、相談をしたくても出来
ないことがよくある。先生によって言うことが
違い、混乱する。

・引き続き連絡帳や親子通園
時にお子さんの様子をお伝え
し、成長を共有し共通理解でき
るよう努めます。

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
るか

91% 3% 3% 3%

・とても細かい所まで見て頂きありがたいで
す。色々な視点で話が聞けて助かります。
・親身になって相談にのって貰っている。
・おうちでの取り組みにも担当の先生にしっか
り相談にのっていただいています。
・個別指導・面談で丁寧に話して下さりありが
たいです。
・細かなアドバイスをしていただけるので、参
考になりますし助かっています。
・「いつでも相談してね」と言いながら、相談し
た際は面倒くさそうに叱責してくることがよくあ
る先生がいる。

・保護者の思いに寄り添いな
がら、面談や親子通園時など
に適宜助言等の支援をさせて
いただきます。

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

44% 23% 15% 18%

・コロナの影響でできていない部分があると思
う。
・保護者会活動に理解・ご協力いただきあり
がたいです。
・コロナもあって保護者会や行事なども中止
になることも多かったのでしょうがないと思い
ます。
・コロナで以前のようにランチ会などできない
ので、他のクラスの保護者と関わりを持てて
いません。
・保護者同士の関わりが少なく残念。写真代
を渡すのが難しい時があった。
・コロナの影響もあり、保護者会を今のところ
開けていない。保護者同士の交流が少なく、
ほぼ話したことのない方もいた。

・引き続きサポートさせていた
だきます。

⑯

子どもや、保護者からの相談や、申し入
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、相談や申し入れをした際に、迅
速かつ適切に対応されているか

66% 18% 8% 8%

・担当の先生に何かあればその都度相談さ
せていただいています。
・こちらの要望に対して色々とかけ合って頂い
たり、提案して頂いている。
・質問に対して回答はあるが、基本的にはセ
ンターで決まっていることは変えられないと強
めに言われるので余程のことでなければ言う
のを諦めるようになった。
・対応は早いが、無理な事が多くて適切では
ない。
・相談しても返ってこないことがよくある。先生
の不注意で子どもの頭や顔をぶつけた際、看
護師を呼んでもらえないことがよくある。

・今後もご相談や申し入れに
対し適切に対応してまいりま
す。
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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
（未回答含） ご意見 ご意見を踏まえた対応

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

69% 18% 5% 8%

・研修時(先生の)にはハンコで良いとしている
事を疑問に思い改善して欲しい。週５日のうち
コメントが書いてあるのが週１日なんていうの
はザラです。
・行事の日程や説明など貼ってあるので確認
してくださいと言われるが、親子通園時は余
裕がなく確認できない時があり不安。メールを
もっと活用して欲しい。
・もう少しメールでの連絡を活用してもよいか
なと思います。
・単独通園の時の連絡帳を読むのが楽しみで
す。ただ先生によって情報量が少なかったり、
何も書いていない時はちょっと残念に思いま
す。
・いつの間にか変更されたりすることがあり、
説明もないので戸惑う事も何度かあった(玄関
の腰かけが急になくなったり、ホールで検温
するようになったり…)。

・今後もＣｉｔｙメールや掲示を活
用してまいります。

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

56% 23% 8% 13%

・評価表が施設内に掲示されていること自体
を知らなかった。
・ホームページで発信はしているのですか？
・月の活動予定も手紙にしてほしい。
・毎月会報にて確認させていただいていま
す。

・自己評価結果については、
施設内各エリアに掲示し、保
護者に周知してまいります。ま
た、ホームページでの公表もし
ております。

⑲
個人情報の取り扱いに、十分注意されて
いるか

72% 10% 5% 13%

・同意書があり、十分注意されていると感じま
した。
・チェックが不十分。ダブルチェックや取り扱い
のマニュアルが必要。
・以前、このアンケートを書いて、アンケートの
内容を聞かれました。コンプライアンス違反で
は？この件について説明してもらいたい。
・個人面談で「○○ちゃんに○○したから、そ
うしてみましょう。」など、他の子の名前を出さ
れた。他の子で上手くいった事が、我が子で
上手くいくとは限らないし、個人情報の観点か
らも問題だと思う。
・ちゃんとプライバシーを守っていただいてい
ると思います。

・個人情報については、適正な
取扱いをするよう徹底してまい
ります。

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

79% 5% 8% 8%

・感染症対策は十分されていると感じる。マ
ニュアルはあるが、施設入口の鍵は簡単なも
のが多いので不審者に備えられているのか
不安を感じる。
・その都度ちゃんと説明をしていただいている
と思います。
・手指消毒をする時の１回量が少なすぎる。
あの量で感染症の対策にはなっていないと思
う。手が充分湿らせる量でないと意味がな
い。
・散歩や戸外遊び等屋外活動中に近頃頻発
している不審者・侵入者を想定した訓練がな
い。隠語(合言葉)で対応できる訓練が必要だ
と思う。

・各マニュアルを策定してお
り、年間を通して様々な天災
や不審者などの発生を想定し
た訓練を毎月実施していま
す。今後も親子通園時に保護
者にも参加していただきます。

非常災害の発生に備え、定期的に非難、
救出、その他必要な訓練が行われている
か

90% 10% 0% 0%

・子ども達へ絵や図で大切なポイントを教えて
欲しい。きちんと教えれば障害児でもそれなり
に理解はできます。「お・か・し・も・ち」くらいは
教える必要があると思います。
・避難訓練が毎月あり安心できる。
・定期的に避難訓練が実施できていると思い
ます。
・実際に地震があった時もすばやい対応で安
心しました。
・おかげで子ども自身が避難することが身に
ついた(地震アラームが鳴った時など)。

・日々安全点検を行い毎月の
避難訓練を重ねてまいりま
す。

満
足
度

子どもは、通所を楽しみにしているか 74% 18% 3% 5%

・嫌がることもあるが行くと楽しそうに過ごして
いる。
・まだ、朝ぐずってしまうことがあるので・・・。
・今年は慣れてからは登園しぶりが少なく、降
園時に〇〇して楽しかったと言ったり、明日は
○○をやるよと伝えると、頑張ると言っていま
す。
・とても楽しく毎日通所しています。
・先生方がいつもあたたかい笑顔で迎えてく
れて、子どもも安心して通っています。
・ぐんぐんは楽しいところ、安心して過ごせる
場所だと認識していると思う。
・毎朝行くのを楽しみにしています。
・ぐんぐんにはまだ慣れていませんが、家から
行くまでに笑顔でルンルンしております。
・毎日楽しく通えている。子どもは発語がない
が、他のクラスの先生方も顔を見ると名前を
呼んで挨拶をしてくれてありがたい。ぐんぐん
全体で見てくれているのだと感じる。

・引き続きお子さんの気持ちに
寄り添いながら、楽しく通所で
きるよう努めます。

非
常
時
等
の
対
応

保
護
者
へ
の
説
明
等



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
（未回答含） ご意見 ご意見を踏まえた対応

満
足
度

事業所の支援に、満足しているか 61% 23% 8% 8%

・柔軟さには欠けると思うが、概ね満足してい
る。コロナの影響で事業所には負担が多いと
思うので感謝の気持ちの方が大きい。
・専門職の先生から活動を見てのアドバイス
がもらえると良いと思います。
・園庭に着いてからの開放時間が欲しい(自
由に使える時間)。
・親子通の振替に制限が多すぎる。兄弟児が
いる家庭や働くママの家庭には決して優しく
ない。
・兄弟がいる家庭にはもう少し融通が効くよう
になって欲しい。できれば臨機応変に対応し
てくれると有難いです。
・支援には満足はしていますが、親子通園の
週２回は大変な時があります。
・親子共々しっかり支援していただいていま
す。
・満足しています。先生方のていねいな支援
のおかげでたくさん成長できています。
・いつもの流動食だと噛む回数よりも少ない
回数で飲み込む癖がついてしまう可能性があ
るので、障がいと個人個人のレベルに合わせ
て欲しいと思います。
・コロナで食後帰り期間の降園後にセンター
に電話したら、電話の後ろでさわぐ声や笑い
声がして通話の声が聞こえない程だった。
・子ども自身も楽しんでいますし、親としても
学べる事が多く、とても満足しています。

・今後もお子さんの成長のた
めにご家庭と一緒に進んでま
いりたいと思います。引き続き
ご理解ご協力をよろしくお願い
いたします。

○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。


