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いいえ ご意見 こどもプラス行徳駅前教室より

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 76% 24% 0%

.運動する時に気持ち広くあ
ればと思います。
・もう少しだけスペースが広
いとありがたいです。

・法廷基準を満たしてはおり ますが、職
員も広いスペース で運動療育を提供した
いと 常々思っております。現状の 広さで
療育内容を検討し楽し みながら機能向上
を優先して いるところです。

2
職員の配置数や専門性は適切
であるか 97% 3% 0%

・適切に優しく対処して下
さってます。

・厚生労働省の定める基準を遵守しております。また資
格 としましては、保育士、学校教諭、幼稚園教諭、児
童指導員、児童発達支援管理責任者が在籍してお りま
す。
・支援者として子どもの見本 となるよう、ひとりひと
りが自分の言動に責任を持てるように致します。
 ・市内などの特別支援研修を受講しております。

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

61% 37% 2%
・トイレが入り口の外にある
のが気になります。

・バリアフリー化しています。

・スロープ、手すり等の設置はお子様の障
害特性に応じて検討して参りますが、現状
維持です。
・トイレ利用時は職員が付き添い対応して
おります。

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、個別支援計画が作成され
ているか

97% 3% 0% ・よく対応して下さいます。

・半年に一度のモニタリングと面談 の際
に、計画書の作成をさせていただいており
ます。 今後も保護者のニーズに合わせた
支援計画を作成して参ります。

5
活動プログラムが固定化しな
いよう工夫されているか 97% 3% 0%

・満足です
・音楽療育や季節に沿った行
事など運動以外にもプログラ
ムがあるので、子供も楽しく
通えています。

・毎日のプログラムを利用するお子様に合
わせて組み立てております。

6

運動プログラム、自由遊び、
制作活動、調理活動、所外活
動等、事業所で提供される活
動に満足しているか

95% 5% 0%

・家では出来ない事をして下さる
ので、色んな経験を積めている。
・楽しそうに活動しているので満
足してます！
・一か月ごとに、様々な行事があ
り、子供が楽しみにしている。

・お子様の発達や成長に合わせた内容を提
供していきます。

7
放課後児童クラブや児童館と
の交流や、障害のない子ども
と活動する機会があるか

6% 76% 18%
・特になくてもいいかと思い
ます。

・コロナの為近隣の施設との交流は自粛中
ですが、出来る範囲で企画を検討して参り
ます。

8
支援の内容、利用者負担等に
ついて丁寧な説明がなされた
か

100% 0% 0%
・個々によって把握されてる
ので助かってます。

・契約時のわかりやすい説明を心がけて参
ります。
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9

日頃から子どもの状況を保護
者と伝え合い、子どもの発達
の状況や課題について共通理
解ができているか

95% 5% 0%

・よく理解されてると思いま
す。
・連絡帳などで、報告した
り、面談などで話したりす
る。

・受け入れとお帰りの際に、 簡潔にお話
させていただき、 連絡ノートやお電話で
も対応させていただきます。

10
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

97% 3% 0% ・助かるとこ、ばかりです。

・半年に1度の面談 や連絡ノートでのやり
とり、 お電等でもご相談に応じま す。ま
た、必要時には面談等 ご希望に応じます
ので、いつ でもお申し出ください。

11

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

32% 61% 7%

・理解されています。
・今年は特にコロナの影響で
連携取りにくいのは仕方がな
いと思います。

・昨年度の保護者座談会等のご参加ありが
とうございました。コロナの為保護者座談
会等は自粛中です。

12

子どもや保護者からの苦情に
ついて、対応の体制を整備す
るとともに、子どもや保護者
に周知・説明し、苦情があっ
た場合に迅速かつ適切に対応
しているか

84% 16% 0%
・よく説明されてるかと思い
ます。

・随時相談やお困りの際はご相談くださ
い。真摯に対応して参ります。またお子様
の意見や気持ちに寄り添い療育を行って参
ります。

13
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

92% 8% 0% ・よくされてます。
・受け入れとお帰りの際に、 簡潔にお話
させていただき、 連絡ノートやお電話で
も対応させていただきます。

14

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してい
るか

92% 8% 0% ・よくされています。
・ＨＰや毎月のお手紙などで発信して参り
ます。

15
個人情報に十分注意している
か 95% 5% 0%

・しっかりしてると思いま
す。

・鍵付の書庫に書類等を管理 させていただい
ております。 今後も配慮し気をつ けて取り扱
わせていただきま す。

16

子どもが写っている写真を使
用する際、同意書等により保
護者の同意は確認されている
か

97% 3% 0% ・よく説明されてます
・契約時に説明の上書面にて記録させて頂
いております。

17
子どもの写真をHP等で使用さ
れる際、個人情報に十分配慮
なされているか

95% 5% 0%
・きちんとされてると思いま
す。

・個人情報に配慮し外部に漏れがないよ
う、写真掲示の際は加工等を遵守しており
ます。
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18

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

87% 13% 0% ・されてるかと思います。

・契約時に緊急時避難場所、連絡先の説明を書
面にて行っております。
・各マニュアルの書類等を策定し対応してお
ります。より現状に基づいたマニュアルを作り
こむ作業をしております。
・感染症対策と して室内換気や消毒、手洗い
の実施を行い 拡散を防いでおります。万が
一、感染症にか かった場合は完治されてから
の通所をお願いしております。

19
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

76% 24% 0% ・きちんとされてる

・年2回の消防職員にご指導いただき子ど
もたちを含めての消防訓練を実施、又地
震、火災、不審者侵入を想定し避難訓練を
行っております。

20
子どもは通所を楽しみにして
いるか 92% 5% 3%

・色んなイベントがあり、イ
ベントがある日は、特に楽し
みにしています。
・並があります。
・イベントを特に楽しみにし
ています

・引き続きお子様の興味や意欲を引き 出
せるような支援を行っていきます。
 ・気持ちが乗っていないとき には、保護
者様とも連携しな がらペースを急がずに
対応し ていきたいと考えておりま す。

21
事業所の支援に満足している
か 97% 3% 0%

・送迎もあり、急な変更等にも対
応して下さり、とても助かってお
ります。
・されてると思います。
・送迎もあり、急な変更などにも
対応して下さり、また子供の様子
も教えて下さるので、安心して預
けられます。

・保護者様と連携をとりなが ら、引き続
き療育が充実 したものになるよう、丁寧
な 対応を心がけて参ります。
・お子様の育ちの中で最善を尽くして対応
して参ります。

22
職員の服装、接し方（態
度）、言葉遣いは、適切であ
るか

100% 0% 0% ・されています。

・支援者として子どもの見本 となるよ
う、ひとりひとりが
自分の言動やマナーに気を付け責任を持て
るように致します。
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