
公表：令和４年（2022年）2月14日

保護者数（児童数）31人 回収数31人 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
（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

97% 3% 0% 0%

・身体を動かす時に子ども同士が近すぎ
る印象でした。
・少人数制になっているのもあり、非常に
広々しています。

・子ども同士が密接しすぎない
ように、人数や活動に合わせ
スペースを確保する等今後も
工夫していきます。

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 100% 0% 0% 0% ・しっかり見て頂いています。
今後も研修等で職員の資質の
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

94% 3% 0% 3%
・そちらのエリアに立ち入っていないため
わからない。

・今後も環境整備に努め、安
全に配慮していきます。

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

100% 0% 0% 0%
・トイレはきれいで子供用や補助便座もあ
り使いやすいです。

今後も清潔で心地よい環境を
整えてまいります。

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
が作成されているか

94% 6% 0% 0%

・どういった支援が適切なのかわかってい
ない状況ですが、内容について説明もし
て頂き適切に設定されていると思いま
す。

・今後もよりよい支援ができる
よう、具体的な支援内容を工
夫していきます。

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

87% 10% 0% 3%

・どういった支援が適切なのかわかってい
ない状況ですが、内容について説明もし
て頂き適切に設定されていると思いま
す。

・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

94% 6% 0% 0%

・どういった支援が適切なのかわかってい
ない状況ですが、内容について説明もし
て頂き適切に設定されていると思いま
す。

・支援計画を振り返り、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

87% 3% 0% 10% ・まだ参加したばかりのためわからない。

・お子さんの成長を感じられる
よう、いろいろな活動を取り入
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

39% 13% 13% 35% ・まだ参加したばかりのためわからない。

・保育所や幼稚園等に通って
いるお子さんが対象となって
いますので、のびのびでは直
接支援を行っています。

⑩
運営規程、利用者負担等について、丁寧
な説明がされたか

94% 6% 0% 0% ・説明して頂きました。
・わかりやすく丁寧な説明に努
めます。

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

94% 3% 0% 3% ・説明して頂きました。
・今後もガイドラインに基づき
計画を作成し、保護者へ説明
し同意を得ます。

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

61% 20% 3% 16% ・まだ参加したばかりのためわからない。

・振りかえりの時間等を活用し
ながら、今後もよりよい家族支
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

84% 16% 0% 0%
・日頃のちょっとした困り事を相談できて
ありがたいです。引き続きお願いします。
・現状について相談させて頂いています。

・今後もお子さんの様子を伝え
合いながら成長を共有し、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

94% 6% 0% 0% ・現状について相談させて頂いています。
・保護者の思いに寄り添いな
がら、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

32% 27% 6% 35%
・自己紹介でどんなことに困っているかを
もう少し共有し合えるとありがたいです。
・まだ参加したばかりのためわからない。

・感染症の状況をみて、今後
の振り返りの内容や方法を検
討していきます。

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

77% 16% 0% 7%

・コロナ禍なので仕方ないのですが、振り
返りの時間や終了後にゆっくり相談・質問
が出来ないのは残念です。
・まだ参加したばかりのためわからない。

・振り返り用紙(プログラムの
下部)を活用していただき、ご
相談や申し入れに対し、適切
に対応させていただきます。

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か

90% 3% 0% 7%
・子どもにも理解できるような言葉の選択
や視覚による表示など工夫されていま
す。

・面談や振り返り用紙等を活
用しながら、情報伝達等のた
めの配慮に努めてまいりま
す。

事業所名 越谷市児童発達支援センター
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【のびのび 児童発達支援事業・月1回程度通所】

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

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

42% 13% 3% 42%

・自己評価結果については施
設内に掲示し、保護者へ周知
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

84% 0% 0% 16% ・説明して頂きました。
・個人情報については適性な
取り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

45% 23% 0% 32%
・避難訓練はのびのびなのでしたことない
のも不安。
・訓練が行われているとの説明あり。

・各マニュアルは策定してお
り、それらに基づいた訓練を
実施しております。

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

32% 20% 3% 45% ・訓練が行われているとの説明あり。

・日々安全点検を行い、通所
エリアのお子さんとともに職員
も毎月の避難訓練を重ねてお
ります。

子どもは、通所を楽しみにしているか 78% 16% 3% 3%

・日が経つほど行くのが嫌になり、癇癪を
起してしまうようになってきている。
・とても楽しみにしています。
・楽しみにしてくれています。
・みんなの前で発表する事が緊張するの
で、それが嫌なようです。

・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。

事業所の支援に、満足しているか 84% 13% 0% 3%
・子どもへの指示を含め接し方なども参
考になり、とても満足しています。

・今後もお子さんの成長のた
めに、御家庭と一緒に進んで
まいりたいと思います。引き続
き、御理解・御協力をよろしく
お願い致します。
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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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