保護者からの事業所評価の集計結果
公表：令和４年３月１０日
事業所名 大府市発達支援センターおひさま
項目

どちら
とも

保護者等数（児童数） 30名 回収数 22名

わから 未回

はい いえな いいえ ない

答

ご意見

割合 73％

ご意見を踏まえた対応

い

子どもの活動等のス
1 ペースが十分に確保さ
れているか。

2
環
境
・
体
制
整
備

職員の配置数や専門性
は適切であるか。

生活空間は、机や他の
配置など、何をする部屋
か子どもが分かりやす
いような環境になってい
3 るか。また、障がいの特
性に応じ、事業所の設
備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に
4 なっているか。また、子
ども達に合わせた空間
になっているか。

子どもと保護者のニー
ズや課題が客観的に分
適 5 析された上で、個別支
援計画の目標や具体的
切
な支援内容が設定され
な
ているか。
支
援
の
提
供
個別支援計画に沿った
6 支援が行われている
か。

16 5

1

16 5

20

1

1

・教室のスペースがもう少し欲しい。
・親子日は教室が少し狭く感じること
がある。
・器具室がとても広くて良い。
・基本的には大変満足ですが、中に
は知識や経験が物足らない職員さん
がいます。
・いちご組は適切だと思いますが、他
のクラスは適切ではないかなと感じま
す。
・もう１人ヘルプを呼んだ方が良いと
思ったことがあります。
・3人の先生方が、子供のこともすごく
よく見てくれて安心できる。
・時々、朝の時間は先生一人に対して
子供が多く不安になった。
・8人に対し先生3人で手厚いと感じ
た。
・3人の先生方が、子供のこともすごく
よく見てくれて安心できる。

・ご不便をおかけしております。限
られたスペースなので、工夫しな
がら活用していきます。
・ご不安を感じさせてしまい、申し
訳ありませんでした。職員配置に
関しては、国の基準より多く配置
されているのですが、時期や場面
によっては足りないこともあった
かもしれません。事務室にいる職
員や隣のクラスなど、協力し合っ
てカバーしていきたいと思いま
す。知識や経験に関しては、どう
しても差は出てしまします。園内
での勉強会や研修、普段の振り
返りや会議など、経験年数に限ら
ず職員全体でスキルアップを図っ
ていきたいと思います。
・子どもの発達や課題に合わせて
環境設定をしています。場合に
よってはあえて子ども同士を近く
にしたり、物を取りに行く場所を遠
くしたりすることもあります。しか
し、適切でないと感じた際には、
是非職員までお知らせください。
また、設備に関しても、何かあり
ましたら、職員までお知らせくださ
い。できる限りの対処をしていき
たいと思います。

1

22

・いつも綺麗に掃除をしていただいて
・ありがとうございます。今後も清
汚いと思ったことはない。
潔を保てるよう、努力していきま
・全体的に清潔に保たれてると感じ
す。
る。

22

・子供の特性を理解して達成できそう
な課題の提案があったり、生活の支
援にも役立ちそうなアドバイスもいた
だけるので、子どもにどう関わったら
良いのかいいヒントを得られる。
・親の意見もしっかり聞いた上で、先
生も一緒に目標を考えてくれてとても
ありがたい。
・大変満足しています。
・その時々の子供の様子を理解して、
支援を臨機応変に対応して下さり大
変感謝しています。

・職員の励みになるようなご意見
をくださり、ありがとうございます。
子どもに無理がなく、しかし、課題
を乗り越えたときの満足感を得ら
れるような、スモールステップの
目標を立てられるよう心掛けてい
ます。今後も、保護者の方と一緒
に、成長が促されるような目標を
立てていきたいと思います。

20 2

・しっかりサポートしてもらっている。
・目標のためにお友達と関われるよう
な場面を考え作っていただいていま
す。

・ありがとうございます。療育後
に、目標に対しての支援を振り
返っています。保護者の方がみ
ていて、疑問に感じたときは教え
てください。支援に反映していき
たいと思います。

項目

活動内容は、一定の目
的を持って行われ、子ど
7
もの障がいの特性や課
適
題等に応じて、工夫され
切
ているか。
な
支
援
の
提
供
保育園や幼稚園等と、
移行に向けての交流
や、年長児交流の場が
8
設けられているか。又は
そのことを知っている
か。

どちら
とも
わから 未回
はい いえな いいえ ない
答
い

ご意見

ご意見を踏まえた対応

21 1

・ねらいや目的などしっかり先生から
伝えてもらい、とても工夫されていると
思う。
・工夫してもらっているが、クラスのメ
ンバー内でそれぞれ特性が違うの
で、合うときと合わないときがあるが、
仕方ないと思う。

・クラスの子ども達に合わせて、
毎日の活動内容を計画していま
す。また、活動をやってみてから
姿に合わせて修正したり、個々に
合わせて変えることもあります。し
かし、ご意見にもあるように、合わ
ないと感じられるときもあったかも
しれません。是非、そのときにご
意見をいただけるとありがたいで
す。そのご意見を参考に、子ども
にとってより良い内容を提供して
いきたいと思います。

16 2

・今はコロナなので交流の場がなかな
かできないですが、早くまたできるよう
になるといいです。
・随時お知らせや直接声をかけてい
ただけるのがありがたいです。
・年少でも情報はプリントで案内しても
らったり、講演会などで知らせてもら
えてありがたい。

・今年度は、新型コロナウイルス
感染症対策のため、様々なことが
できなくなってしまい、ご迷惑をお
かけして申し訳ありません。この
ような状況が落ち着きましたら、
また場を設けていきます。

運営要覧、利用者負担
9 等について丁寧な説明
がなされたか。

20 2

個別支援計画を示しな
10 がら、支援内容の説明
がなされたか。

22

保護者に対して、親子
通園日や保護者講演会
などを通して、保護者が
保 11 子どもの様子を見て、関
護
わり方等を知ることがで
者
きるような家族支援が行
へ
われているか。

20 1

の
説
明
等

日頃から子どもの状況
を保護者と伝え合い、子
12 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。

定期的に、保護者に対
して面談や、育児に関
13
する助言等の支援が行
われているか。

4

・今後も説明をしっかりしていきた
いと思います。
・ありがとうございます。今後も支
・細かいところまでしっかり説明しても
援内容を丁寧にお伝えしたいと思
らっている。
います。

・今後も、おひさまで行える家族
支援についてを考えて、提供して
いきたいと思います。

1

・ありがとうございます。おひさま
と保護者の方と一緒に子どもの
成長を考えていけるよう、親子活
動日や懇談時にお話をさせてい
ただいています。しかし、上手くお
伝えできず、ご不安を感じさせて
しまったこともあり、申し訳ありま
せんでした。ご不安を感じたとき
に、職員に伝えていただけるとあ
りがたいのですが、直接は担当
職員に言いにくいこともあるかも
しれません。そのようなときは、担
当以外の職員に言っていただい
てもかまいませんので、是非教え
てください。

20 2

・時々、理解してもらえているのか不
安になり、モヤモヤするときがありまし
た。
・ 大変満足しています。適切にアドバ
イスをくださり、おひさまでも実践して
くださっています。
・子どもの変化などは担任の先生に
伝えアドバイスをいただいています。
・子どものことを親と一緒に悩んだり、
考えてくれたり、成長も一緒に喜んで
くれたりとてもありがたいです。
・担任はもちろん、OTやPTも含めて
状況を伝えあったり、情報共有できて
いることがありがたいです。

21 1

・面談も定期的にあり安心です。普段
の活動の中でも色々と助言などをい ・センター長との面談は、お申し
ただいてありがたいです。
出があればいつでもお時間を作
・センター長と１対１での面談を短くて りますのでお知らせください。
もいいので作って欲しいです。

項目

どちら
とも

はい いえな いいえ
い

わか
未回
ら
答
ない

ご意見

ご意見を踏まえた対応

・保護者会は保護者同士を繋げ
る大切な仕組みだと思っていま
・保護者同士の連携はよくわかりませ す。コロナ禍で思うような運営が
んが、支援されていると良いと思いま し辛い状況が多いですが、だから
す。
こそやれることは何かを保護者会
と一緒に考えていきたいと思いま
す。
・ときどき先生同士の情報交換がス
ムーズなのか疑問があるときがありま
した。
・ありがとうございます。今後も保
・相談などとても素早く面談の予定を 護者の方のニーズに応えられる
入れてもらっています。
よう、できる限り迅速に対応させ
・スプーンの3指持ちの練習をしたいと ていただきたいと思います。情報
担任の先生に相談すると、すぐに専 の共有は子どもに支援を提供す
門の先生に給食のときに見ていただ る際に大事なポイントになりま
けました。
す。保護者の方が伝えてくださっ
・その日そのときの状況によって柔軟 た情報を、職員が共有できていな
に対応してくださいました。
いと感じたときは、教えてくださ
・相談したいときにすぐ時間を使っ
い。
作ってもらえるので相談しやすいで
す。

保護者会の活動の支援
14 や保護者同士の連携が
支援されているか。

17 1

保護者からの相談や申
し入れについて、対応の
15 体制が整備され、迅速
かつ適切に対応されて
いるか。

19 2

子どもや保護者との意
思の疎通や情報伝達の
16
ための配慮がなされて
いるか。

21 1

・今後も情報伝達には注意を払い
ながら行っていきたいと思いま
す。

18 2

2

・ありがとうございます。今後もで
・ホームページや Facebook はあまり
きる範囲で載せていきたいと思い
見ないが、おひさまだよりなどいろい
ます。インスタグラムについては、
ろな情報が載っているので有り難い。
今後検討していけたらと思ってい
・インスタもやって欲しいです。
ます。

1

・実際どうなっているのかよく分からな
いが、今のところ特に問題はないので ・細心の注意を払って取り扱って
取り扱いに注意されていると思いま いきたいと思います。
す。

定期的に会報（おひさま
だより等）やFacebook
（フェイスブック）等で情
報発信をし、そこに活動
17 や行事予定、連絡事項
等の情報が載っている
か。また、法人のホーム
ページには自己評価が
載せられているか。
個人情報の取扱いに十
18
分注意されているか。

19 2

4

1

保護者は、緊急時に避

非
難をする際、子どもの避
常 19 難方法を知らされている
時
か。
等
の
非常災害の発生に備
対 20 え、定期的に避難訓練
応
が行われているか。

22

・不審者侵入のときの動きなど、しっ
かり説明してもらっている。

・今後も避難経路やマニュアルを
クラスに掲示しておきます。

22

・毎月しっかり行われている。

・今後も定期的に行っていきま
す。

項目

どちら
とも

ご意見を踏まえた対応

21 1

・楽しみになりすぎて困るときがある
ほど喜んで通っています。
・とても楽しく通えています。大好きな
場所です。
・とても楽しみにしています。おひさま
の先生が大好きです。
・とても楽しく通っています。

・ありがとうございます。とても嬉
しいです。子ども達が笑顔で通え
るよう、今後もわくわく感のある楽
しい遊びを提供してきます。

20 2

・とても信頼して子供を預かって頂い
ています。ありがとうございます。
・とても満足しています。 いつも支え
てくださりありがとうございます。
・先生方が子どもの支援を一生懸命
やっていただいているので安心して通
えます。

・ありがとうございます。保護者の
方が安心してお子さんを託せるよ
う、一緒に成長のための関わりを
考えていきます。また、より良い
支援が提供できるよう、職員のス
キルアップを図りながら、頑張っ
ていきたいと思います。

い

子どもは通所を楽しみ
21
にしているか。
満
足
度

22

事業所の支援に満足し
ているか。

わか
未回
ら
答
ない

ご意見

はい いえな いいえ

