
公表：令和　4年　　4月　25日

事業所名　児童通所支援センターラブアリス沼津大手町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）23名　回収数　　16名　　割合　70　％

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 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

14名 2名
・運動を行うのでもう少し広い
方がよいと思う

・お部屋の中でも運動
が出来る広いスペース
と学習室・スヌーズレン
室・集まりの部屋など
目的に合わせてのス
ペースを用意していま
す。

2
職員の配置数や専門性は適切で
あるか

16名
・毎回同じ先生ではないので
子どもも親も新鮮で良い

・すべてのスタッフが専
門的な資格を持ち対応
しています。
・スタッフ1名に対して
お子様1名で丁寧に療
育を行っております。

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

15名 1名

・TEACCHの考え方に
基づいてお部屋の中
は目的に合わせて構
造化しております。入
り口や床はフラットに
なっておりますが、トイ
レはバリアフリーには
なっておりません。

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、児童発
達支援計画が作成されているか

16名

・定期的にモニタリングが行わ
れているので子どもの状態、
親の希望に沿った計画が作
成されていると思う。

・お子様と保護者様の
ニーズに合わせ、今必
要な部分を支援計画
に組み込んでいます。

5

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

16名
・ガイドラインを踏まえ
て適切に行っておりま
す。

6
児童発達支援計画に沿った支援
が行われているか

16名
・丁寧に説明してくれ解りやす
い。

・支援計画に沿って課
題を作り療育を行って
おります。

7
活動プログラムが固定化しないよ
う工夫されているか

14名 2名
子どもの状態に合わせ様々な
角度から支援を行っていると
思う。

・アリスの療育方針は
固定していますが、内
容は子どもたちに合わ
せて工夫しています。

8
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るか

9名 3名 3名 1名
・コロナ禍の状態だと外部との
交流も難しいと思う。

・ご利用されているお
子様のほとんどがアリ
ス利用後幼稚園・保育
園に戻り障がいのない
子どもたちと生活して
いるので、アリスでは
特に機会を設けていま
せん。

9
運営規定、利用者負担等について
丁寧な説明がなされたか

16名
・契約時に説明させて
いただいております。

アンケート期間：令和　4年　2　月 1日～令和　4年　2　月　28日
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保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果



10

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

16名

・きちんとモニタリングをしても
らい、指導内容や支援計画を
説明してもらっているので成
長や次の目標が明確になって
いる
・丁寧な説明です
・連絡帳やその日にやった内
容はよく解るのですが、それ
に対して目標達成しているの
か完了しているのか？トータ
ルの目標に対してどの位置に
いるのかが把握しにくいです
（面談の時には教えていただ
いていますが）

・モニタリングや支援計
画の説明など、保護者
の皆様に解りやすく丁
寧にお話するように心
がけています。

11
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

13名 2名 1名

・メンタルクリニックの先生を
紹介して頂き、相談にのって
頂きとても助かりました。
・ノートの交流があるのでその
都度コメントをもらって自宅で
の言葉かけに活かせている

家族支援プログラムは
行ってはおりません
が、要望があれば機会
を設けていきたいと思
います。また、協力医
療機関のひろメンタル
クリニックで令和3年4
月より父母無料相談会
を1年に6回行うことに
なっております。

12

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

15名 1名

・連絡ノート、送迎時に職員と
話が出来ている。
・家、親の前では見せない一
面があるようで毎回様子を聞
けるのが楽しみです。
・ノートに細かい内容と取り組
んだ様子のコメントがとても分
かりやすい。
・送迎時に話が出来ている。
幼稚園に訪問している職員の
方は家にも来てくれ話をしてく
ます。

・保護者様からもお子
様の様子など連絡帳
や送迎時にお話して下
さるので状況に合わせ
て療育が行えておりま
す。

13
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

16名

・⑫と同様
・連絡帳が活用できている
・親の気持ちに共感し、寄り
添って頂けるのでいつも救わ
れています。

6ヶ月ごとにモニタリン
グと相談があればいつ
でもお話を伺い、育児
に関する助言をさせて
頂いております。

14
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

3名 6名 7名

・コロナ禍で難しいと思う。
・今はコロナ禍で難しいけど、
親の懇談会などがあれば参
加してみたいです。

・コロナ禍ということも
あり、開催ができてお
りませんが落ち着いた
ら保護者会や交流が
できる催しを考えてい
きたいと思います。

15

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
れているか

16名
・来年度の運営方法について
も事前に説明を受けている。

ご心配な事や不安な
事などいつでもお話し
くだされば対応させて
頂きます。

16
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

16名

・個人情報に配慮しな
がら意思の疎通や情
報伝達は丁寧に行っ
ていくよう努めます。

17

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

11名 4名 1名

・以前は行事等の様子の写真
を頂くことがあったが、最近は
ないのはプライバシーのもん
だいでしょうか？私は見たい
親です。
・もう少し多いと嬉しいです。
・たまに投稿されているブログ
の活動報告に目を通してい
る。
・毎回ノートに活動内容を丁寧
に書いて頂いているのでとて
も分かりやすいです。

・定期的ではありませ
んが、活動報告など
ホームページやブロ
グ・Facebookで公開し
ています。保護者様に
周知していただくように
していきます。楽しみ
にして下さっている方
もいるので、投稿数を
多くしていきたいと思い
ます。
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18
個人情報の取り扱いに十分注意さ
れているか

15名 1名
・充分気を付けて参り
ます。

19

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。また、発生を想定した訓
練が実施されているか。

15名 1名
・小学校へ歩いたり訓練をしっ
かりやってもらえている。

・緊急時、迅速かつ的
確に行動が出来る様
に訓練を行っておりま
す。

20
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

12名 4名

・国の基準に基づき定
期的に行っております
が全員のお子様が参
加出来ていないので全
員参加が出来るように
日程を考えていきたい
と思います。

21
子どもは通所を楽しみにしている
か

16名

・土曜日を楽しみにしていま
す。イベントがあるとテンション
が上がって楽しそうです。
・とても楽しみにしていて何を
したかを教えてくれる。
・「今日はアリス？」「やっ
たー」と言って園に行きます。
「アリスで作ったよ」等楽しそう
に話してくれます。
・ラブアリスに行くと自分から
楽しかった出来事を教えてく
れます。
・嫌がらず楽しんで通っていま
す。

・お子様達がアリスに
行く日を楽しみにしてく
れているのがとても嬉
しく思います。これから
も楽しんで行える療育
を考えていきたいと思
います。

22

○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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事業所の支援に満足しているか 16名

・親が知らない療育グッズが
アリスにはあるので送迎の時
に先生と話をし家でも取り組
めるのでとてもありがたいと思
います。ただ〝自閉症だから
〟〝こういう子だから〟と決め
つけて話をする先生もいるの
で（残念ですが）先生方の中
で今一度〝発達障害〟という
ものに対して話し合い、理解
がほしいなと思います。
・先生方の姿勢、いつでも味
方だよ、そう思わせてくれる言
葉がけ。子どもだけでなく親の
私も支えてもらっています。い
つもありがとうございます。
・連絡帳や電話等いつも丁寧
に対応して頂いてます。子ども
のことでアドバイスしてくれる
ので助かっています。
・大変助けて頂き感謝してい
ます。
・鉛筆の持ち方やひらがな、カ
タカナが読めたり助かってい
ます。

・お子様だけでなく保
護者の方も満足してく
ださりありがたく思いま
す。また、保護者様の
ご理解ご協力、本当に
ありがとうございます。
これからもアリスの療
育がより充実出来る様
に研修を受けながら資
質向上に努めて参りま
すが、それだけでなく
視野を広く持ち、保護
者の皆様と情報共有
できるように努力して
まいります。


