
公表：令和４年３月１日

事業所名　　弘前大清水学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）　41　　回収数　41　　割合　100％

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%

・ケガをしてきたことが
あったので十分ではない
のかな？と思いました。
・広いスペースでのびの
びと運動などをする事が
出来ているのでいいと思
います。
・ホールは十分だと思い
ます。各部屋のスペース
は厳しいかもしれませ
ん。

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 95% 2.5% 2.5%

・昨年より先生の数がク
ラス毎1人増えているの
で、良いかと思います。

配置基準は満たしてい
ます。専門性の向上に
関しては、引き続き努
めていきます。

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

98% 2% ・いると思います。

バリアフリーの建物に
なっており、また、それ
ぞれのお子さんにわかり
やすい環境設定を心掛け
ています。

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

95% 5%

・清潔面だと歯ブラシを
ひとまとめに全部してあ
ると聞いたのでそれは
ちょっと清潔ではないと
思います。
・消毒など毎日大変な作
業だと思います。オムツ
替えの時に使い捨て手袋
などの使用があると、よ
り感染対策が強化される
と感じます。（コスト面
が課題ですが）

・引き続き環境整備や清
掃、消毒を丁寧に行って
いきます。
・歯ブラシの衛生管理に
ついては、毎日の消毒を
徹底していくとともに、
個人ごとの保管に努めて
いきます。
・排便時のみ使い捨て手
袋を使用していたが、オ
ムツ交換の都度手袋の使
用をしてほしいご家庭に
は、持参していただくこ
と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

100% ・されています。
今後も一人ひとりに合わ
せた支援計画を作成し、
支援していきます。

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

100%

・されています。が他の
所はどうかわかりません
が、項目が多くてもいい
のかなと思います。 引き続き、ガイドラ

インに基づき、支援
を提供していきま
す。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

98% 2% ・行われています。
引き続き、お子さんの発
達に沿った支援を提供し
ていきます。

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

92% 3% 3%

・されていると思いま
す。

週プログラムに偏りが
無いように検討し、支
援を提供していきま
す。
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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（公表）



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

66% 12% 2% 20%

・コロナのせいかもしれ
ませんが、交流の話は聞
こえてきませんでした。
・コロナ禍で厳しいな
か、交流の機会を設けて
いただきました。ありが
とうございます。
・体調不良が続いたりし
ているので保育園に行け
ていません。
・今年はコロナであまり
なかったと思います。
・コロナのせいで、あま
りできなかったと思う。
・コロナ禍なので、こち
らのチェック項目は判断
できないかも？
・学園が発足した当時の
話を聞きますと、その時
の方が交流は自然だった
と思います。

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
があるが、今年度は
コロナウイルス感染
症拡大防止の為、実
施できませんでし
た。次年度に向けて
は感染状況を確認し
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

100% ・されました。
今後も、契約時にわかりやすい説
明を心掛けていきます。

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

100% ・されました。
今後も、契約時にわか
りやすい説明を心掛け
ていきます。

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*4等）が行われ
ているか

85% 7.5% 7.5% ・よくわかりません。

次年度からの実施に向け
て、準備を進めてきまし
た。実施に向けてさらに
検討を重ねていきます。

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

100%

・行き違い、聞き違
いなどがあるので個
別面談のときに先生
ともっと情報交換し
たいです。 引き続き、確実な情報

共有に努めていきま
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

98% 2%

・個別（月１）でやって
ますが、限られた時間な
のでなかなか先生とゆっ
くり話は出来ていないで
す。
・毎日連絡帳を通じて子
どもの様子を伝えても
らっています。

個別面談以外にも相談
に対応できるよう、検
討していきます。

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

76% 15% 9%

・コロナの影響で、今は
難しいと思います。
・コロナで難しい状況
だったと思います。育成
会でも考えているこれか
らの課題です。

コロナウイルス感染症
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。
今後も保護者同士の交
流を持てるよう、感染
状況を踏まえながら実
施の検討をしていきま
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

98% 2%

・たまに忘れられて
いる事もあります
（笑） 職員間で迅速な情報共

有を心掛け、体制の整
備に努めていきます。
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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か

98% 2%

・言われたくない事
を言われたりするこ
とがあります。

保護者の状況を踏ま
えながら、お子さん
の発達を共有してい
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

89% 2% 9%
引き続き、園だより等
で情報発信に努めてい
きます。

19
個人情報の取り扱いに十分注意されてい
るか

92% 5% 3%

・卒業生全員の就学先を
明記しているのはなぜか
と不思議に思いました。
・されています。

個人情報の取扱いにつ
いては、引き続き徹底
して取り組んでいきま
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。

89% 2% 4%

・感染症対応として
マスクの出来る子は
した方がいいの か
なーと思ったりして
いますが、皆一緒で
統一した方がやっぱ
りいいんでしょう
か？

・訓練等は、定期的に
行っているが、周知に
努めていきます。
・コロナウイルス感染
症の状況を踏まえて、
出来る限りマスクの着
用も検討していきま
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

100%

・今回は不審者への
対応ということで、
タイムリーに感じま
した。２階ホールで
活動時に１階で火災
発生といった場面で
肢体不自由児の子ど
もたちはどう避難さ
せればい
いか、頻繁に起こる
全国的な災害の
ニュースを見るたび
心配になります。

今後も、様々な場面
を想定した訓練を実
施していきます。ま
た、避難路の確保や
避難手段等も検討を
重ねていきます。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 100%

・今年度休む日が多
く、続けていける日
がありませんでし
た。なので行き渋り
はありますが、楽し
みにしてはいます。
・行きたくないと言
う日もあるが、毎日
たのしく登園してい
ます。

お子さんが、通所を楽
しみに期待感を持てる
ような働きかけを心掛
けていきます。

23 事業所の支援に満足しているか 100% ・してます。

皆さまからのご意見をも
とに、満足していただけ
るよう今後も向上に努め
ていきます。

*1 この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすることです。

*2 児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを
通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項
などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。

*3 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障がい特性や課題、平日／休日／長期休
暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。

*4 保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶことで、子どもが適切な行動
を獲得することを目標としています。
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保護者等数（児童数）　41　　回収数　41　　割合　100％




