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1
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れている

95% 5% 0% 0%

・園庭がもう少し広いと嬉しい
ですが、広すぎると目が届き
にくくなるかもですね。園岩は
少し狭いですが色々なあそび
が出来るように工夫されてい
ると思います。危ないからと立
入禁止の書庫がありますが使
用されていないあなら危ない
だけなので、取り壊してあそび
場にして欲しいです。

クラスごと等で遊び場を変えるなど、限ら
れたスペースを工夫して使用し、お子さん
に少しでも快適に過ごしてもらえるよう取
り組んでいきます。

2 職員の配置数や専門性は適切である 89% 2% 2% 8%

・信頼できる先生ばかりで安
心しています。手厚く見ていた
だいています。
・子どもに合ったやり方を考え
てくださりとてもありがたい」
「昨年辞められた先生の数に
対し、入られた先生の数が少
ない為、先生方が大変そうに
見えた　　　　・手厚く支援して
頂きありがとうございます。も
う少し人数がいたら、先生方
の負担は少なくなるのかなと
思います

今後も、職員配置数は維持すると共に、
自己研鑽に努めていきたいと思います。

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。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

86% 3% 0% 11%

・イラストなどでわかりやすくし
ていただいています。
・水回りなど一つのところにま
とまっているので使いやすい
です。

利用児の支援内容に沿って空間を整え利
用しやすい空間作りを行って行きたいと思
います。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
になっている。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

92% 5% 2% 2%

施設は古いですが、いつもき
れいにしてくださっています.
・コロナでより一層、清掃や消
毒等に気をつけてきれいにし
て下さっていますが、施設自
体が古い為、床冷えやゴキブ
リの発生等、先生達の力では
どうにも防ぎきれないことが起
こっているように思います
・水も冷たくて冬場はかわいそ
うです。
・清潔で、子どもの背たけに合
わせた作りになっています
・施設が古い

摂津市とも協議しながら、適宜可能な範
囲で修理・修繕を行っていきます

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

95% 2% 0% 3%

・定期的に懇談等をしてくだ
さっています。得意な事、苦手
な事をよく見て手伝ってくれて
いると思います。
・客観的な分析、ありがとうご
ざいます.

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

92% 3% 0% 5%

・今の子どもの状況にあった
支援計画をたて支援していた
だいています。また子どもに
とって難しいと思う計画は直ぐ
に変更してくださいます。また
子どもにとって難しいという計
画の時は直ちに計画を修正し
て子どもの自信につながる支
援をしていただいています

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

95% 2% 0% 2%

・毎月の取り組みを連絡報告
いただいています。子どもの
状況に応じて変更してくださっ
います。
・毎月の課題へのとり組み、
結果を冊子にしてくれていてと
てもありがたいです.

今後も、職員で連携して行きたいと思いま
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

88% 2% 0% 11%

・毎月の行事カレンダーでお
知らせ頂いています。
・毎月個々に沿った課題を組
んで取り組んで下さっていま
す。　　・状況に応じて変化し
ています。　　　　　　　・色々と
子供の様子を見てやり方をか
えてくれたりしています

職員間で意見交換を行いながら工夫して
いきたいと思います。

事業所名　　摂津市立つくし園　　　　　　　　　　　　　　　 　保護者等数（児童数）　　　90　　　　回収数　66　　　　　　割合　　73　　　　　％
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今後も引き続き保護者の皆様ともに、お
子さんに沿った計画を作成していきたいと
思っています。また、立案後もお子さんに
合わせて、改案して行きたいと思います。

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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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

33% 8% 22% 38%

・毎年は、園庭開放等のお知
らせがありますが今年はあり
ませんでした。
・参加した事がない(話を聞く
だけ)ので、わからないです
が、お知らせをもらったりする
ので機会が有ると思っていま
す。　　　　・直接子ども同士で
交流をした事はなかったと思
います。

保護者の意向に沿って紹介すると共に、
今後必要に応じて考えたいと思います。

10
運営規程、利用者負担等について丁寧な説
明がなされた

97% 3% 0% 0%

・入園前に説明をいただいて
います
・初回に書類の提示や説明を
受けました

・閲覧できる様玄関におています。

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

98% 2% 0% 0%

・子どもの苦手を共有しその
対策を話していただきました。
・子どものニガテを共有しその
対策を話していただいた

引き続き安心していただける様取り組ん
でいきたいと思います

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iv等）が行われている

78% 6% 0% 15%

・悩む事に対する・アドバイス
はいつももらっているので行
われていると思います。
・日々の連絡ノートで相談に
のってもらえ、ありがたいです
/家での子の様子など話す機
会もあり相談など乗ってくれま
す。・連絡ノートを利用してアド
バイスをいただいています
。・具体的に何かをしていませ
んが、日々の困り事には即対
応してもらえています。
・子どもに対してどのようにほ
めたら良いのかわからなかっ
たが、実際に先生のされてい
る様子を見てほめることの大
切さを知った。
・本人がたのしみや嫌になら
ないような訓練方法がわかり
やすくてうれしいです。

クラス懇談時などに、職員から色々な話を
させていただいています。また、職員が見
本を見せて保護者に、接し方や困ったとき
の対応方法などを伝えています。

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

95% 3% 0% 2%

毎日連絡帳がありますので
日々の様子は共有できていま
す。
・来園時に話をよく聞いていた
だいています。
・子が少し成長した所など、す
ぐ発見してほめてくれたりなど
します。
・親以上によく見て頂いている
と思います。

これからも共有し取り組んでいきたいと思
います。

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

94% 3% 2% 2%

・クラス面談、個人面談が定
期的にあります
。・悩んでいる時に親身に話を
聞いてくださいます。個人面
談、クラス面談が定期的にあ
ります　　　。・日々のノートや
困り事に対しての個別面談な
ど支援頂いております
。・私が悩んでいると親身に
なって聞いて下さいますし、ア
ドバイスをいただけてます。

わたしたち職員も自己研鑽に努め、より良
い支援が出来る様取り組んでいきたいと
思います。

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

29% 16% 5% 51%

クラス面談、親子教室が定期
的にあります。個別での利用
のため機会がありません。ク
ラス面談、親子教室がありま
す。　　　・コロナ以前は毎月1
回ほど保護者の集まりがあり
ましたが、コロナ禍では難しい
と思います　　　・コロナの影
響で今年は少ししか交流はな
なかった。

令和3年度は状況を見て開催出来る様計
画しています。

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され
ている

86% 2% 0% 12%

連絡ノートに悩みを記入する
と、電話か次の日の連絡ノー
トで応えていただけます。
・集まりの時などに返答いた
だき改善して下さっています。
・ノートと個別面談に助けられ
ています。即対応に感謝して
います。日々ありがとうござい
ます。・相談した内容を改善、
もしくはトレーニング内容に加
えて下さったりして、本人の成
長をよく見て下さっていると
思っています。

今後も引き続き、保護者の方と連携を
図っていきたいと思います。
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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

95% 3% 0% 2%

・毎日連絡帳のやりとりがあり
ます
。・毎回連絡帳でのやり取りが
あります。
・連絡ノートにて、園でのすご
し方がわかりとても役立ってい
ます
・毎回子どもの様子を丁寧に
説明していただいています。

連絡帳だけでなく、電話やお会いしてお話
鶴機会を工夫していきたいと思います。

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

44% 8% 0% 48%

・園だよりは毎月配布されてい
ます。
・クラス面談、個人面談で知ら
せていただいています。都度
おてがみを頂きますので予定
がわかりありがたいです。
・月の園だよりも楽しく読ませ
て頂いております

・利用児全員に必要な情報等は、玄関の
掲示板に貼るようにしていますが、大切な
情報は個々に声をかける等周知していき
たいと思います。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 92% 0% 2% 6%

・携帯電話での写真撮影の取
り扱いがわかりにくかったで
す。　・保護者にもSNSなどに
UPしないよう注意がありまし
た。　　　　・具体的にどうされ
ているか見えませんが注意し
てもらえていると思っています

写真の撮影おルールや年度初めに保護
者に周知させていただくと共に、行事等保
護者参加ごとに写真等の取扱い、撮影に
ついての注意を周知する

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。また、発生を想定し
た訓練が実施されている

49% 7% 5% 39%

・毎月避難訓練があります。
・マニュアルはいただいたこと
がありません。
・個別療育を受けているだけ
のため、非常時にどうされて
いるかはわかりません

利用者みなさんが閲覧できる工夫をして
いきたいと思います。+I23:I24

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

46% 3% 5% 46%

・毎月1回行われています。
・個別利用なので機会があり
ません。
・保護者子も混じえた消火訓
練がありました
・月一度きちんと訓練して頂い
ています

訓練利用児は避難訓練を行っていないで
すが、重要事項説明説明時に周知してい
くようにしたいと思います。

22 子どもは通所を楽しみにしている 94% 5% 0% 2%

毎日家を出る時間を気にする
ほど楽しみにしています。
・毎日楽しかったと言っていま
す。
・言葉では言えませんが、バ
スを待っている時の顔や態度
でとても楽しみにしているのが
わかります。
・平日はとても楽しそうです。
土日も「つくし行く」と言ってい
ます　・毎回通園のバス利用
も含め楽しみにしている
・つぎはいつ？いきたいなー」
と話してくれます。

23 事業所の支援に満足している 98% 2% 0% 0%

・個人に合った支援をしていた
だいていますので、とても満足
しています。
・子どもがとても成長したと感
じています。
・いつも助けていただいて感
謝しています。
・つくし園に入園できてよかっ
たです。
・満足しています。個人に合っ
た支援をして下さっています。
・とても満足しています。
・手厚い支援ありがとうござい
ます。
・本人の気持ちやモチベーショ
ンを大切にしてくれているから
本人もやる気になっていま
す。
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〇この「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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今後も、当園のモットーである「子どもが
笑顔でいきいきと」を大切にし、お子さん
に一人ひとりに寄り添い、安心して過ごし
てもらえるよう職員で力を合わせ取り組ん
でいきたいと思います。また、保護者の皆
様にも安心していただけるよう、合わせて
取り組んでいきたいと思います。


