保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）

児童発達支援

参考様式４

公表：令和 4年 3月 7日
事業所名 ハッピークローバーⅠ・Ⅱ
チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ

① れているか

② 職員の配置数や専門性は適切であるか
環
境
・
体
制
整
備

生活空間は、本人にわかりやすく構造化さ
れた環境になっているか。また、障がいの特
③ 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

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境

④ 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

適
切
な
支
援
の
提
供

保護者等数（児童数）28

ご意見

3

・コロナ禍で施設内見学
などが出来ない為わか
らない。
・細かい作業から体を
使った遊びまで幅広くし
て頂いてると思います。

1

・職員の入れ替え等は
通告して欲しい。先生
方が何を担ってくれてい
るのかきちんと知りた
い。
・STさんより具体的なこ
とをいつもお知らせ頂
いています。
・職員の人数が多く、先
生方と接することで安
心して過ごせてます。

17

8

・コロナであまりちゃんと
見てないのでわからな
い。
・コロナが落ち着いたら
面談等で伺った際に、
物の配置等を参考にさ
せて頂きたいです。

23

2

・限られた空間の中で
毎日いろんなことを体
験して過ごしているよう
です。

1

・悩み事はしっかり伝
わっていると感じていま
す。
・親が気づかない点を
わかりやすく伝えて支
援していく計画がとても
良いと思います。

2

・明確に示されていると
思います。

21

23

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）
⑥ 」、「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

23

活動プログラムが固定化しないよう工夫され

⑧ ているか

いいえ

1

24

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に
⑤ 分析された上で、児童発達支援計画が作成
されているか

児童発達支援計画に沿った支援が行われて
⑦ いるか

割合

わからな
い

はい

どちらとも
いえない

回収数25

1

89％

ご意見を踏まえた対応

・今年度は職員の入れ替え
はありませんでした。お子
様の人数や発達に合わせ
て、保育士、介護福祉士、
学校教諭、幼稚園教諭、児
童指導員、看護士、言語聴
覚士、理学療法士などの有
資格者を配置しています。

・お子様一人ひとりに合った
目標を設定し、保護者の方
の要望を伺いながら、きめ
細かい支援計画を作成する
ように心がけています。

24

・希望に応えて頂けて、
家庭への知らせもわか
りやすくして頂いていま
す。

24

・色々な事にチャレンジ
させて頂けていると思
います。
・固定化しないように指導員
・子供が今日は何をす
が細かい内容を検討して提
るのか楽しみにしている
供しています。
様子なので、色々な工
夫をされていると感じま
す。

1

1 ページ

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
⑨ や、障がいのない子どもと活動する機会が
あるか

運営規程、利用者負担等について丁寧な説

⑩ 明がなされたか

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
⑪ 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、支援内容の説明がされ
たか

保
護
者
へ
の
説
明
等

保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ

⑫ ント・トレーニング等） が行われているか

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、

⑬ 子どもの健康や発達の状況、共通理解がで
きているか

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

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開
⑮ 催等により保護者同士の連携が支援されて
いるか

10

2

11

24

・書類は頂いている。

23

1

・理学療法士の支援内
容は写真付きで頂きま
した。他の支援内容も
簡単でかまわないので
あるとうれしいです。面
談の機会も減っている
ので。

・支援計画のほか毎日の支
援内容をノートに記載して
います。ブログで様子をお
知らせしていますので是非
ご覧ください。

6

・コロナ禍ということも
あって面談の機会が
減ってしまったのが残
念。直接普段の様子や
支援の方向を確認しあ
える場だったので落ち
着いたら以前のように
増やして欲しい。ペアト
レはあまりして頂いてい
ないような。
・様々な場面における
本人への接し方等より
詳しくやり取りが出来た
らと思います。
・コロナの為と思ってい
ます。

・保護者向け勉強会や茶話
会を年1回必ず実施してい
ましたが今年度は茶話会の
み開催しました。コロナの状
況をみながら勉強会も含め
て実施できるように検討し
て行きます。

12

6

1

25

・送迎の際にデイ、自
宅、園での様子を共有
できて安心しています。
・いつも丁寧に記録表
に活動内容を記入して
頂いているので、その
日にあったことを具体的
に知ることが出来て安
心しています。
・毎日毎日誉める事や
出来たことをお話して下
さり、我が子が出来てい
るか別として、親として
は嬉しい気持ちになり
ます。

23

1

・相談にはいつも丁寧
に回答頂けています。
・今はコロナのため、難
しいと思われます。
・送迎の際にデイ、自
宅、園での様子をを共
有できて安心していま
す。
・コロナ禍の中でも計画
して面談して下さってあ
りがたいです。
・とても丁寧にしてもらっ
ています。

10

・こちらもコロナの影響
でほぼなくなってしまっ
て残念です。先日の勉
強会は久しぶりで、悩
んでいるのが自分一人
だけでないとわかって
心強かった。
・保護者会等で情報交
換が出来てとても参考
になりました。ありがとう
ございました。

1

・相談事で対応可能な
所をすぐに返答があり、
適切にして頂いて助
かっています。

1

・面接等で活動内容や
子供の様子を知る機会
がもう少しあったらうれ
しい。

11

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、
⑯ 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

24

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

23

⑰

1

・法人内の保育園の子ども
たちと交流するイベントを企
・コロナ禍なので今は仕 画していましたが、コロナの
方ないと思う。
影響もあり控えています。
終息した際には活動を再開
する予定です。

1

2

2

1

2 ページ

今年度は保護者会、就学
説明会を開催しました。コロ
ナに配慮して少人数で開催
しました。

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
⑱
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

24

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか

25

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
⑳
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
非

20

1

・たまに我が子がのって
ると楽しそうな姿が見れ
て嬉しいです。

5

・防犯等について詳しく
理解できていません。
・チャイルドシートの大
きさが適正なのかわか
らないです（子供は15㎏
ほどです）。

・各マニュアルを策定し、毎
月訓練を行っています。・年
齢・身長・体重に合わせて
ジュニアシートを検討いたし
ます。

・詳しく理解できていま
せん。

・災害時マニュアルに基づ
き、想定される災害別に毎
月実施しています。避難訓
練の様子につきましては、
連絡ノートやブログ、ハッ
ピー通信等でお知らせして
います。

常
時
の
対
応

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

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか

21

4

25

・今日は？明日は？と
ハッピーさんへ行くのを
楽しみにし、お話してく
れます。
・お休みの日にも「車来
るよ」と言って行きた
がっていました。
・家ではできない遊びが
できたり、大好きな先生
方と遊べて楽しそうにし
ています。
・毎週とても楽しみにし
ています。
・毎日、土日も行きたい
ほど大好きです。
・楽しかったら行きたが
る、楽しくなかったら嫌
がる正直な子です。毎
回楽しく通えているのは
先生方のおかげです。
・いつもとても楽しそうに
通っています。
・すごく楽しく通所してい
ます。

25

・思い返すと成長具合
にとても驚きます。細や
かな支援をして頂いて
嬉しいです。
・ここに来てから凄く成
長しており、伸び伸びい
つも楽しく参加できてい
ることに感謝していま
す。
・大満足です。通所でき
て本当に良かったと思
います。感謝しかありま
せん。
・いつもありがとうござ
います。
・親子とても満足して感
謝しています。

満
足
度

㉓ 事業所の支援に満足しているか

・今後もより良い療育を提
供できるように、職員一同
精一杯取り組んでいきま
す。

◎ 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。

3 ページ

