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いいえ ご意見 こどもプラス原木中山教室より

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

85% 15%

広々していてとても明るい狭
過ぎず、広過ぎず目も行き届
き動くにも余裕がありちょう
ど良い広さだと思います。
活動人数がいるわりに狭い気
がする。

・運営規定に遵守しておりますが、児童数
や職員数により狭く感じてしまうこともあ
ると思います。現状の広さを有効活用しな
がら療育を提供して参ります。

2
職員の配置数や専門性は
適切であるか 95% 5%

常に配慮して頂いています。
固定の曜日でなく都度曜日を
入れ替えて音楽療法や運動な
どやって下さるので、固定曜
日に通所していても毎週同内
容にはならず、音楽は先生が
素晴らしかったりなど専門の
先生も以前に比べ増えたと感
じています。
毎回写真を撮ってくださるの
は、職員数に余裕があるから
だと思います。

・厚生労働省の定める基準を遵守してお
り、資格においては保育士・学校教諭・幼
稚園教諭・児童発達支援管理責任者・児童
指導員が在籍しております。支援者として
見本となれるよう、今後も丁寧な対応を心
がけて参ります。

3

事業所の設備等は、ス
ロープや手すりの設置な
どバリアフリー化の配慮
が適切になされているか

80% 20% とても、安全です。
・お子様の障がい特性に応じて検討して参
りますが、現状維持です。

4

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、個別支援計画
が作成されているか

85% 15%

子供の事に対して細かく対応
してくれます。
通い始めて間もないため、ま
だ頂いておりません。

・半年に1回のモニタリングと面談にて今
後も保護者のニーズに合わせた支援計画を
作成して参ります。

5
活動プログラムが固定化
しないよう工夫されてい
るか

100%
毎月色々な課題を作り工夫
されいます。

・毎日のプログラムを利用するお子様に合
わせて組み立てて参ります。また、個別の
目標に合わせて活動して参ります。

6

運動プログラム、自由遊
び、制作活動、調理活
動、所外活動等、事業所
で提供される活動に満足
しているか

95% 5%

子供が楽しく『行きたい！』
と思える事が一番大切と思い
こどもプラスに行くことを
とても心待にしています。

・お子様の成長に合わせて内容を提供して
参ります。

7

放課後児童クラブや児童
館との交流や、障害のな
い子どもと活動する機会
があるか

利用回数が少ないため中々こ
のような機会と遭遇できな
い。
特に求めていない
公園に行く時は会えるのかな
と思いますが、特にそのよう
な機会があるか聞いていませ
ん。

・新型コロナウイルスの為、近隣の施設と
の交流は自粛中ですが、できる範囲で企
画・検討して参ります。

8
支援の内容、利用者負担
等について丁寧な説明が
なされたか

95% 5%
・今後もわかりやすく丁寧に説明できる
ように徹底いたします。

9

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

90% 10%

連絡帳を見てもとても丁寧
で、何かあれば電話での対応
もしていただいています。
自宅や小学校まで送迎して下
さるので、その際に先生とお
会いできお話出来る機会もあ
り、写真付きの連絡帳も記載
もしっかりして下さり満足し
ています。面談もゆっくり時
間を取って下さり有難いで
す。

・受け入れ時とお帰りの際には、お子様の
様子を連絡帳を通し、簡潔にわかりやすく
お話しさせていただきます。伝え漏れのな
いよう徹底いたします。

10
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

90% 10%

・今後も半年に１回の面談・連絡帳・電話
でのご相談に応じます。また、必要に応じ
て面談等 実施して参ります。また、今後
も情報収集し、支援に役立てて参ります。
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11

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

60% 40%

参加すれば連携はとれると思
います。
できるだけ、参加したいと思
います。
通い始めて間もない為、わか
りません。
父母の会、保護者会ではない
がお母さん達が集まるお茶
会、勉強会、夏祭りなどその
他イベントで他のお母さん達
と情報交換出来たり、先生方
からお話を色々聞けたり参考
になって楽しめるので参加さ
せて頂く事が多く連携の行事
を色々と考えて下さっている
なと思います。

・保護者会・療育等の行事を開催しており
ます。現状、新型コロナウイルスの為開催
を自粛させていただいております。

12

子どもや保護者からの苦
情について、対応の体制
を整備するとともに、子
どもや保護者に周知・説
明し、苦情があった場合
に迅速かつ適切に対応し
ているか

80% 20%
まだその状況になった事が
ないのでわかりません。

・苦情があった場合は、迅速な対応をして
参ります。また、お困りの際は、随時ご相
談ください。真摯に対応して参ります。お
子様の意見や気持ちに寄り添った療育をし
て参ります。

13
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

95% 5%
とても分かりやすく細かく
伝達されていると思います。

・今後も日々の様子を連絡帳・保護者様に
丁寧に伝えて参ります。状況によっては、
サービス提供時間内にご連絡をさせていた
だくこともございます。

14

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
護者に対して発信してい
るか

90% 10%

アンケート結果の表示が見づ
らかった
通い始めて間もないのに我が
子がホームページに載ってい
て嬉しくなりました。

・こどもプラスだより・プログ・サービス
提供記録に於いて配信して参ります。

15
個人情報に十分注意して
いるか 100%

・鍵付の書庫に書類等を管理して参りま
す。今後も配慮し、取り扱わせていただき
ます。

16

子どもが写っている写真
を使用する際、同意書等
により保護者の同意は確
認されているか

90% 10%
まだその状況になった事が
ないのでわかりません。

・契約時に必ずご説明し、書面にて確認さ
せていただいております。今後も保護者様
への丁寧な説明を徹底させていただきま
す。

17
子どもの写真をHP等で使
用される際、個人情報に
十分配慮なされているか

85% 15% 分からない
・個人情報には十分に配慮し、外部に漏れ
ないよう写真掲載する際は、加工などをし
て遵守して参ります。

18

緊急時対応マニュアル、
防犯マニュアル、感染症
対応マニュアルを策定
し、保護者に周知・説明
されているか

95% 5%

・緊急対応マニュアルはご契約時に緊急避
難場所・連絡先のご説明と書面にてお渡し
させていただいております。各マニュアル
の策定は、既にしております。より現状に
基づいたマニュアルを作りこむ作業をして
おります。

19

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

75% 25% 分からない

・法定では、半年に１回訓練を実施するこ
とになっております。今後は訓練の回数を
増やせるように努めて参ります。訓練の様
子はブログで発信しております。 また、
現状の建物に関しては消防法に基づいた建
築物となっておりますが、引き取り訓練ま
では行えません。今後は、全利用保護者様
にお引き取りリストをお渡しさせていただ
く予定です。

20
子どもは通所を楽しみに
しているか 95% 5% とても楽しみにしています。

・引き続き、お子様の興味や意欲を引き出
せるような支援をして参ります。また、今
後もさらに楽しんでいただけるよう職員間
で話し合い、内容を工夫して参ります。

21
事業所の支援に満足して
いるか 90% 10%

子供が楽しみにしている事が
満足している結果です。
イベントで細々としたおも
ちゃをプレゼントしてくれま
すが、要らないです

・保護者様と連絡をとりながら、引き続き
運動療育が充実したものになるよう、丁寧
な対応を心がけて参ります。
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22
職員の服装、接し方（態
度）、言葉遣いは、適切
であるか

95% 5%
とてもきちんとされて
います。

・支援者として子どもの見本となるよう、
ひとりひとりが自分の言動やマナーに気を
付け責任を持てるように致します。
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