
公表:2021年2月24日

事業所名　　弘前大清水学園　　　保護者等数（児童数）44　　　回収数37　　　　割合　84　％

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

95% 5% 0% 0%

・特に問題なく部屋の中がきちんと
整理されていて、広々していると思
います。
・活動内容によってはクラスの部屋
は十分なスペースとは言えない気が
します。

・活動内容に合わせ、クラスや廊
下、ホールを使用していきます。

2
職員の配置数や専門性は適切で
あるか

89% 11% 0% 0%

・配置基準がよくわかりませんが、
一般の保育園に比べると十分で、一
人ひとりに手厚く対応できる人数か
と思います。
・もう少し先生の数を増やしても…
と思う所はあります。
・いつも誰かが見ていてくれて、健
康面の相談も出来るので、適切であ
ると思います。

・配置基準は満たしていますが、足
りないと思われることに対しては、
引き続き専門性の向上に努めてまい
りたいと思います。

3

生活空間は、本人にわかりやす
く構造化された環境*１になっ
ているか。また、障がいの特性
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か

91% 3% 3% 3%

・わかりやすい構造で、活動の目的
が分かりやすいように絵などで壁に
示してあって良いと思います。
・床もフラットになっていて過ごし
やすそうです。
・トイレの数が一部屋に二つしかな
いのでケンカにならないか心配して
ます。

・建物自体はバリアフリー対応と
なっていますが、トイレの数は構造
上増やすことは難しいですが、お子
さんの利便性を考え対応していきま
す。

4

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

89% 3% 3% 5%

・前の保育園に比べると子ども達の
人数に対して十分だと思います。
・きれいだと思ってます。
・歯ブラシを一つのコップに集める
のは衛生的ではない気がします。
・行事がなく、教室等をあまり見て
いないため、現状は分からないで
す。

・引き続き、環境整備や清掃を丁寧
に行っていきます。
・歯ブラシについては、帰園後に消
毒していますが、感染予防に努め、
設置個所を検討していきます。

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*2が作成されて
いるか

97% 3% 0% 0%

・以前と比べると子どもがどんどん
成長しているのがわかります。
・どんな小さな事でもしっかりと聞
いてくれるので、ありがたいです。
・話し合いをした上で作成されてい
る。

・今後も一人ひとりに合わせた支援
計画で支援していきたいと思いま
す。
・どちらともいえないというご意見
については、説明をわかりやすく、
丁寧に個別的に答えていきたいと考
えています。

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か

95% 0% 0% 5%
・ガイドラインに沿っできていると
思います。

・引き続き、ガイドラインに基づ
き、支援を行ってまいります。

7
児童発達支援計画に沿った支援
が行われているか

97% 0% 0% 3%
・特に問題なく行われていると思わ
れます。

・引き続き、お子さんの発達に沿っ
た支援を行ってまいります。

8
活動プログラム*3が固定化しな
いよう工夫されているか

97% 0% 0% 3%
・子どもの特性を十分に理解し、工
夫されていると思います。

・当園での週プログラムに偏りのな
いように検討しながら、支援を提供
していきたいと思います。

9
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

62% 13% 3% 22%

・今年はコロナウイルス感染の影響
の為、保育園との交流が出来なくて
残念でした。
・コロナの為、交流面に関してはよ
く分かりません。交流は厳しかった
のでは…？

・当園では年間計画の中にインク
ルーシブ活動として交流があります
が、今年度はコロナウイルス感染対
応で交流が出来ませんでした。
・次年度に向けては、感染対応を確
認しながら検討していきます。

10
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

92% 3% 0% 5%
・とっても丁寧な説明を受けまし
た。

・契約時に説明していますが、今後
もわかりやすく説明をしてまいりた
いと思います。

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か

94% 3% 0% 3%
・とっても丁寧な説明を受けまし
た。

・契約時に説明していますが、今後
も丁寧に説明をしてまいりたいと思
います。
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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*4等）が行われているか

76% 11% 0% 13%

・まだ行われていないような気がす
るのでわかりませんが、そういうの
があるのでしょうか？
・トイレトレーニングなど相談をし
て助言を頂いている。

・家族支援として個別に対応をし、
それぞれ保護者の意向に沿って支援
を行っています。
・ペアレントトレーニングについて
は、対応・支援に向けて取り入れる
ために職員で研修を行っておりま
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

94% 3% 0% 3%

・良く出来ていると思われる。
・担当の先生の連絡が遅いように感
じる。
・もっとそういった話ができる場面
や時間があれば嬉しいです。
・連絡帳や口頭で情報共有が出来て
いると思う。

・通園利用の際や個別に保護者の皆
さんと連絡を取り合うようにしてい
ますが、情報伝達に遅れが無いよう
留意して取り組んでまいります。

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% 3% 0% 3%

・コロナがある環境で良く出来てい
ると思う。もっとそういった話がで
きる場面や時間があれば嬉しいで
す。
・毎月の面談で様子がわかるのでと
ても助かります。
・必要な時にすぐ助言していただい
ています。

・コロナウイル感染の状況を見なが
ら、出来る時にと面談等を実施して
きました。
・相談を充実させるため、個別面談
以外に相談が出来るよう検討してい
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か

62% 19% 3% 16%

・現在の状況が状況なので仕方がな
いと思います。
・コロナの関係で、ほぼ参加する機
会がなかったです。
・今年度はコロナの影響で保護者の
方と会う機会が少なかったので、残
念でした。
・入園して間もない為、参加出来て
いないが、体制は整っているように
感じます。

・コロナウイル感染の状況を見なが
ら、出来る時に保護者会や参観を実
施してきました。
・保護者同士の交流が持てるよう、
今後も状況を見て、感染予防対策を
踏まえながら実施の検討をしていき
たいと思います。

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か

90% 5% 0% 5%

・自分の仕事が不定休で希望の休み
を事前にとる際に大分前でないとと
れないため、急な要求等があった際
は、なかなか対応できない事があり
ます。
・日時問わず利用者側に合わせた受
け入れ態勢が出来ていると思います

・お子さんについて共通理解が持て
るよう、事業所内での相談として個
別相談や面談を充実できるよう、検
討して調整して参ります。

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

94% 3% 0% 3%

・毎朝ヒアリングがあったり、帰り
にその日の出来事を教えてくれた
り、十分配慮されていると思いま
す。

・今後もお子さんの発達を一緒に確
認しながら共有していきます。

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か

84% 3% 0% 13%
・頻繁に便りなどで情報を発信して
いると思う。

・引き続き、園だより等で情報発信
に努めてまいります。

19
個人情報の取り扱いに十分注意
されているか

94% 3% 0% 3% ・注意されていると思う。
・個人情報の取扱いについては、今
後とも職員で徹底して取り組んでま
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。

92% 3% 0% 5%
・避難訓練など行われている。感染
症対応の訓練については分からない
です。

・定期的に行っている訓練等はあり
ますが、周知に努めるよう進めてま
いります。

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
練が行われているか

89% 0% 0% 11%
・情報は頂いている。内容は分から
ないです。

・年間計画に基づき、様々な場面を
想定して訓練を行っています。

22
子どもは通所を楽しみにしてい
るか

90% 5% 0% 5%

・毎日楽しみにしている。行くのを
嫌がった日は無いです。
・楽しみにしています。
・怒られるようになってから、行き
たくないとは言ってますが、行けば
行ったで楽しかったと言ってます。
・楽しい！と言ってます。大清水に
行きたい！とも言っていて嬉しいで
す。

・お子さんが楽しみに通って来れる
よう、園での取り組み内容を充実さ
せたものにし、丁寧に取り組めるよ
う努めてまいります。

23 事業所の支援に満足しているか 94% 3% 0% 3%

・通園させて良かったと心から感じ
ています。とても変わりました。
・子どもの成長を一緒になって喜ん
でくれたり、考えてくれたり、様々
な面でとても感謝しています。
・入園したばかりなので、慣れてな
い事だらけ（母子共に）ですが、こ
れからもお世話になろうと思ってい
ます。
・満足しています。

・皆様からのご意見を基に、満足し
ていただけるよう、今後も向上出来
るように取り組んでまいります。

保
護
者
へ
の
説
明
等

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度


