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平成３０年度 児童発達支援 保護者様向けアンケート結果（公表） 

 

事業所名：わらび学園 

実施期間：平成３０年１２月１１日～１２月２５日   

配布数：４１ 

回収数：３５（回収率８５％） 

公表日：平成３１年３月１５日 

 

各質問項目への回答について、回答全体に対する「はい」から「わからない」までの回答の割合（％）を示して

います。 

 

 

【施設の環境についてお聞きします】 

 

 はい どちらとも 

いえない 

いいえ わからない 無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応 

問１．お子さんの活動等のスペ

ースが十分に確保され

ていますか 

97％ 0％ 0％ 

 

3％ 0％ ・新しい園舎で満足 

している。 

 

問２．職員の配置数や専門性は

適切ですか 

80％ 6％ 0％ 14％ 0％ ・いつもありがとう

ございます。 

・安心して預けるこ

とができている。 

・専門性のある先生

がどなたなのか分か

らない。 

・職員と子どもが何

対何で対応している

のか分からない。 

 

職員配置の基準は満た

しています。園内外の研

修の機会を多く設け、職

員の専門性を更に向上

させるための取り組み

を行っています。今後

も、幅広い専門性・資格

を持った職員が連携を

密にすることで包括的

な支援ができるよう努

力します。 

問３．お子さんが生活されてい

る空間は、お子さんにと

ってわかりやすい構造

化された環境になって

いますか。また、障害の

特性に応じ、施設の設備

等は、バリアフリー化や

情報伝達等への配慮が

適切になされています

か 

80％ 3％ 0％ 17％ 0％ ・降園時の駐車場に

て危ない時があり相

談させてもらった。

その後、先生が毎回

１人立っておられ、

感謝している。 

 

問４．お子さんが生活されてい

る空間は、清潔で、心地

よく過ごせる環境にな

っていますか。また、お

子さんたちの活動に合

わせた空間となってい

ますか 

100％ 0％ 0％ 0％ 0％ ・いつ行ってもとて

も綺麗で、部屋の中

もとても分かりやす

く工夫がされている

と思う。 
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【基本サービスについてお聞きします】 

 

 はい どちらとも 

いえない 

いいえ わからない 無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応 

問５．お子さんとご家族のニー

ズや課題が客観的に分

析されたうえで、個別支

援計画が作成されてい

ますか 

100％ 0％ 0％ 0％ 0％   

問６．個別支援計画には、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」、「家族支援」、「地域

支援」で示す支援内容か

ら、お子さんの支援に必

要な項目が選択され、そ

のうえで具体的な支援

内容が設定されていま

すか 

94％ 0％ 0％ 6％ 0％ ・「児童発達支援ガイ

ドライン」というもの

を目にしておらず、ど

ういったものかをよ

く理解していない。 

「児童発達支援ガイド

ライン」は直接保護者様

の目に触れる機会はあ

りませんが、ガイドライ

ンに基づいて支援方針

を立て、その中で更に１

人１人のお子様の発達

段階に合わせた目標設

定を行っています。「発

達支援」等の項目は個別

支援計画に明記してあ

ります。 

問７．個別支援計画に沿った支

援が行われていますか 

91％ 0％ 0％ 3％ 6％   

問８．活動のプログラムが固定

化されないよう工夫さ

れていますか 

68％ 6％ 0％ 20％ 6％   

問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

する機会を設けられて

いますか 

80％ 9％ 0％ 3％ 9％ ・交流の機会が少々少

ないのではないか。 

新しい園舎に移転した

ことに伴い今年度から

交流先が変わり、より近

くのお隣福野青葉幼稚

園さんと交流保育の機

会を持たせていただく

ことになりました。回数

等につきましては今後

検討予定です。 

 

【家族支援ついてお聞きします】 

 

 はい どちらとも 

いえない 

いいえ わからない 無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応 

問１０．施設の運営規程や利用

者負担等について丁

寧な説明はなされま

したか 

80％ 11％ 0％ 0％ 9％   

問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「個別支援計

画」を示しながら、支

援内容の説明がなさ

れましたか 

88％ 0％ 0％ 3％ 9％   



3 

問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）が行われています

か 

49％ 11％ 0％ 23％ 17％ ・進路指導は力になっ

た。 

 

問１３．日頃からお子さんの状

況をご家族と伝え合

い、お子さんの健康や

発達の状況、課題につ

いて共通理解ができ

ていますか 

86％ 6％ 0％ 3％ 6％   

問１４．定期的に、ご家族に対

しての面談や、育児に

関する助言等の支援

が行われていますか 

91％ 0％ 0％ 3％ 6％   

問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

いますか 

63％ 17％ 0％ 11％ 9％ ・開催はあっても内容

や頻度は足りないよ

うに感じる。 

・保護者間の連携はほ

ぼない。 

・会はあるが保護者同

士の連携はそれほど

ないと思う。 

・保護者同士の連携は

あまり感じないが、進

路の話は役に立つ。 

 

保護者様発案の外部講

師による講演会（行事）

を実施させていただき

ました。今後更に保護者

様同士の交流が深まり

ますよう、保護者会の開

催日の調整や時間帯に

ついて検討していきた

いと思います。 

問１６．お子さんやご家族から

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、お子さんやご家族

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

応されていますか 

88％ 0％ 0％ 6％ 6％ ・いつも連絡帳で細か

い事もアドバイスを

いただき感謝してい

る。 

 

問１７．お子さんやご家族との

意思疎通や情報伝達

のための配慮がなさ

れていますか 

88％ 6％ 0％ 0％ 6％   

問１８．定期的に会報（園だよ

り）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

評価の結果をお子さ

んやご家族に対して

発信されていますか 

94％ 6％ 0％ 0％ 0％ ・すごく丁寧で分かり

やすい。 

・たまにスマホでホー

ムページを見ている。

更新をお願いしたい。 

・ご指摘ありがとうござ

います。早速ホームペー

ジのほうを更新いたし

ましたのでご覧いただ

ければと思います。今後

も園で大きなイベント

があった際等には更新

していきたいと思いま

す。 

問１９．個人情報の取扱いに十

分注意がなされてい

ますか 

88％ 3％ 0％ 9％ 0％   
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【非常時等の対応についてお聞きします】 

 

 はい どちらとも 

いえない 

いいえ わからない 無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応 

問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、ご家族に周

知・説明されています

か。また、発生を想定し

た訓練が実施されてい

ますか 

66％ 11％ 0％ 23％ 0％ ・各種マニュアルを目

にしていない。（それに

沿った訓練はされてい

ると思う。） 

各種マニュアルにつき

ましては有識者の意見

を参考にするなどして

あらゆる状況に備えた

ものを作成しておりま

す。今後、保護者様にご

説明させていただく機

会を設けていきたいと

思います。 

問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

われていますか 

77％ 3％ 0％ 23％ 0％  毎月、様々な災害や事故

等を想定して避難訓練

をしています。 

 

【満足度についてお聞きします】 

 

 はい どちらとも 

いえない 

いいえ わからない 無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応 

問２２．お子さんは通園を楽し

みにしていますか  

91％ 9％ 0％ 0％ 0％ ・すごく楽しいようで

園でのお話をたくさ

んしてくれる。 

・行くまでは気がのら

ないことはあるが園

に行くと楽しんでい

ると思う。 

 

 

問２３．施設の支援に満足して

いますか 

91％ 3％ 0％ 6％ 0％   

 

 

 

〇この「平成３０年度児童発達支援保護者様向けアンケート結果（公表）」は、保護者の皆さまに利用者調査と

してアンケートを記入していただき、その結果を集計したものです。 

〇各回答項目の割合（％）は、端数処理の関係上（小数点以下切り捨てて算出）、合計が 100％にならない場合

があります。 

〇戴いたご意見は、一部文章を割愛し掲載させていただいておりますので、ご了承ください。 

 

 

 


