
44 名 回収数 44 名

回収率　 100.0 ％

＜設問＞子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか

・現在は工事中なので仕方がないです。
・育成室での活動スペースは申し分ないです。

・お子さんが安心安全に過ごせるように活動等のスペースを十分確保し、クラスを小グループに分
けて活動を行なうようにしています。
・スペースが確保されている室内環境を有効に活用して療育内容の工夫をしています。
・お子さんが活動するスペースの感染症防止対策や衛生管理を引き続き徹底していきます。

＜ご意見＞

＜育成室より＞
1

・先生の人数は十分だと思います。
・通院している所では受けられないSTや心理の個別を受けることが出来て良かったです。
・子どもの特性に合わせた配置で安心出来ます。
・先生の経験で具体例を提案して頂き自分の子の育児にも応用できとても勉強になります。

＜育成室より＞

・活動内容やお子さんの状況に応じて基準以上の職員配置にて支援を実施しています。
・職場研修、育成室合同職員研修、外部専門研修等を通して、支援に必要な知識や技術を習得し今
後も引き続き専門性の向上に努めます。

2

＜設問＞職員の配置数や専門性は適切であるか

＜ご意見＞

・絵での表示も多く子どもも分かりやすいと思います。

＜育成室より＞

・写真、イラスト、マーク等、視覚的な手がかりを活用し、お子さんに分かりやすい表示や遊具等
の棚の配置の工夫をしています。
・感染症拡大防止対策に努め、お子さんの特性に合わせ情報伝達等の配慮や安心安全に過ごせるよ
う設備等の点検及び維持を更に適切に行っていきます。

3

＜ご意見＞

4

事業所評価の集計結果　保護者等のご意見への回答

・もう少し清潔さがプラスあると尚良いと思います。
・朝早く登室したりすると先生方が小さいおもちゃまで一つ一つ丁寧に消毒掃除されていて安心、
感心します。
・コロナ禍で玩具の数を減らしていてもその子が気に入った玩具を直ぐに出してきてくれます。

＜育成室より＞

・常に清潔で心地よく安心して過ごせるように、衛生面、安全面の点検の実施や室内の環境整備に
気を配っています。
・お子さんが自分からやってみようとする気持ちを大切にすると共に、お子さんが活動しやすい空
間の工夫をしています。
・更に清潔さに気を配り心地よく過ごせる環境に努めていきます。

事業所名　江戸川区 小岩育成室

配布人数公表年月日：令和 5 年 2 月 15 日

＜ご意見＞

＜設問＞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、障がいの特性
に応じ、事業所の設備や情報伝達等の配慮が適切になされているか

＜設問＞生活空間は、清潔で心地よく過ごせる環境となっているか。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっているか

5

＜設問＞事業所の支援の質は適正であるか

＜育成室より＞

・事業所の支援の質の向上のために第三者評価及び事業所評価を受審し適正化を図っています。
・保護者の皆さまからのご意見を真摯に受け止め改善し更なる事業所の質の向上に努めます。

＜ご意見＞
　（ご意見なし）

環
境
・
体
制
整
備

1/6



8

＜設問＞児童発達支援計画に記載された目標が達成されているか

＜ご意見＞

・半分から8割くらいは達成されていると思います。
・本人の能力や気持ちに波があるのでできたりできなかったりではありますがとても良くして頂い
ていると思います。

＜育成室より＞

・スモールステップで段階を踏んで成長していけるような具体的で分かりやすい適切な目標を立て
達成ができるように計画しています。
・目標達成に向けての取り組み過程がお子さんや保護者の方に具体的で分かりやすい適切な支援で
あり、児童発達支援計画に沿って実施されているか実感できるよう引き続き努めます。

＜ご意見＞

＜育成室より＞
・児童発達支援管理責任者や職員による専門的なアセスメントや評価を実施し、お子さんの意向や
強み、保護者のニーズや課題を担当支援者会議で分析し児童発達支援計画を作成しています。

6

＜設問＞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（＝「個
別支援計画」）が作成されているか

＜育成室より＞

・児童発達支援ガイドラインに基づき項目、支援内容、方法がお子さん一人ひとりに適しているか
を確認し、具体的な支援内容を記載して児童発達支援計画を作成しています。
・お子さんやご家族の意向や要望を受け止め、必要なすべての支援項目に関して目標を設定し、具
体的で分かりやすい児童発達支援計画の作成に努めています。

＜設問＞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」で示す支援内容の中か
ら、子ど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が書かれているか

＜ご意見＞

・個別性に配慮された細かい支援の目標が設定されていて家でもチャレンジしやすく有難いです。

10

＜ご意見＞

・子どもの興味が引けるよう様に玩具や内容を変えて頂いて助かります。
・同じグループで同じ活動をしていてもその子に合わせやる気を出させてくれる工夫があります。

＜設問＞児童発達支援計画に沿った支援が行われているか

＜育成室より＞

　（ご意見なし）

＜育成室より＞

・児童発達支援計画に沿った目標達成に向けての取り組み過程がお子さんや保護者の方に具体的で
分かりやすく、適切な支援が実施されていることを実感できるように努めています。

＜ご意見＞

・スモールステップで支援目標を立てて頂いて子どもにも親にも分かりやすい支援目標を立てて頂
き有難いです。
・毎回リーダーの先生は代わりますが、情報共有されていて回を重ねる度に成長できるよう支援し
てくれています。
・フィードバックの際、先生方もよりよくしようという気持ちがいつも感じられ安心です。

9
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7

＜設問＞児童発達支援計画に基づき、支援が実施されているか

＜ご意見＞
　（ご意見なし）

＜育成室より＞

・児童発達支援管理責任者が中心となり、療育に関わるすべての職員が児童発達支援計画の内容を
共有し、一貫した方針に基づき、一人ひとりのお子さんに適した具体的な支援を実施しています。

・コロナ禍でもお子さん一人ひとりが必要とする体験ができるように、多様な活動プログラムを設
定しています。
・引き続き感染防止対策を徹底しお子さんがやってみたいという気持ちを大切にしながら、様々な
体験が習得できるよう活動プログラムを工夫していきます。

＜設問＞活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか

11
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・利用契約時に重要事項や運営規定及び利用者負担等について丁寧に分かりやすい説明を行ってい
ます。
・引き続き、保護者の方の理解が得られるように説明をしていきます。

＜育成室より＞

・コロナ禍でも交流ができるよう交流園（富士見保育園・小岩保育園）と話し合いをし、交流の機
会が持てるようにしています。
・今後も交流園と話し合いをし、交流等の機会が増えるよう努めます。

14

15

＜設問＞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について共通理解
ができているか

16

＜ご意見＞
　（ご意見なし）

＜育成室より＞

＜設問＞（日中・午前クラス対象）保育園や認定こども園、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

＜ご意見＞
　（ご意見なし）
＜育成室より＞

・お子さんの成長した姿等を保護者の方と伝え合い共有できるよう、日頃から様々な場面を捉えて
保護者の皆さまとコミュニケーションをとることを大切にしています。
・お子さんの健康面、発達の状況について保護者の方と職員と共通理解の下、連携した支援が行え
るよう引き続き努めていきます。

12

＜育成室より＞

・日頃より保護者の方が職員と相談しやすいよう雰囲気作りを大切にし、随時面談や相談を実施し
ています。
・引き続き、保護者の方の相談に適切な助言や支援ができるように努めます。

13

＜設問＞運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか。

＜ご意見＞
　（ご意見なし）

＜ご意見＞

・親身にいつも話を聞いてくださって有難いです。
・いつも相談しやすい環境を作ってくださっていて感謝しています。
・先生方皆がいつも親身でいてくれ話しかけやすい雰囲気なので育成室に来るだけで心が優しくな
り安心します。
・ちょっとしたことでもアドバイスを頂けいつも勉強になります。

＜育成室より＞

・児童発達支援ガイドラインに基づき、保護者の方に提供すべき支援のねらい及び支援内容につい
て保護者の方の視点で具体的に分かりやすく丁寧に説明をし、お子さんの成長を一緒に育んでいけ
るようにしています。

＜ご意見＞

・とても勉強になる事が多く改めて子育てについて等考えるきっかけになっています。
・室だよりで来月までのスケジュールを載せてくれるので講演会等の都合をつけやすいです。

＜育成室より＞

・感染防止対策を徹底し、クラス別やオンラインでの実施、共育プラザの広いスペースを使用し家
族講座や家族講演会を実施しています。
・保護者の方が子育てのヒントとして活用できる家族支援プログラムになるよう、引き続き様々な
内容や方法を検討しながら家族講座、家族講演会を実施していきます。

＜設問＞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。

17

＜設問＞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

＜設問＞保護者に対して、家族講演会などの家族支援プログラムが行われているか

適
切
な
支
援
の
提
供

保
護
者
へ
の
説
明
等

＜ご意見＞

・コロナ禍でない時もあります。
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＜ご意見＞

・正直あまり日程を把握しておらず、当日になり知るので特にテーマを決めず世間話になってしま
います。
・折角の時間なので有意義なものにしたいので会がある前の週のクラスで周知して頂けたらと思い
ます。
・コロナ禍なので保護者同士もそこまで積極的ではないため仕方ないと思います。
・コロナ禍のためやむを得ないと考えています。
・クラスで曜日が分かれているので月1回位の交流があるともっといいと思います。
・交流機会がありみんな同じ思いをしているのだなと感じとても励みになります。

＜育成室より＞

・感染防止対策を徹底し、保護者同士の交流が深まるよう今年度より親睦会を再開しています。
・親睦会や保護者会の日程については室だよりで2か月分の行事予定をお知らせしていますが、クラ
スの療育時に改めてお知らせするようにします。

＜設問＞保護者同士の交流の機会や保護者会等の開催により、保護者同士の連携が支援されている
か

＜設問＞個人情報の取扱いに十分注意されているか

22

＜ご意見＞
　（ご意見なし）
＜育成室より＞

・利用契約時にもお伝えをしておりますが、法令に基づき、育成室でお預かりしている個人情報
は、厳重な管理と慎重な取り扱いを徹底しています。職員には守秘義務を厳守するよう周知してい
ます。
・個人情報を使用する必要がある場合は、その都度、使用目的等を保護者の方に丁寧に説明をして
同意を得てから対応しています。

　（ご意見なし）

＜育成室より＞

＜育成室より＞
・日頃よりお子さんや保護者の方とコミュニケーションをとり、意思疎通や情報伝達ができるよう
信頼関係を大切にしています。
・お子さんの意思や意向を尊重した支援を実施しながら、信頼関係が深まるよう引き続き努めま
す。

＜ご意見＞

　（ご意見なし）

＜育成室より＞

・保護者向け連絡システム「すぐーる」を活用し保護者の方へ一斉に連絡等を配信しています。休
みが続くような時でもタイムリーに連絡が配信されるよう連絡体制が整備されています。今後も
「すぐーる」の有効活用に努めていきます。
・翌月の予定も分かるように2か月分行事予定を室だよりに載せています。年度当初に年間行事予定
をお渡ししています。
・自己評価の結果等はいつでもご覧いただけるようにプレイルームの本棚にファイルを用意すると
共に区のホームページにも掲載しています。

・保護者の方が相談したい時に速やかに対応できるように相談体制をきちんと整えています。
・保護者の気持ちに寄り添い分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけ関係機関、専門職員と連携し
適切な助言や支援ができるようにしています。

＜ご意見＞

　（ご意見なし）

18

＜設問＞子どもや保護者からの相談や申入れへの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は迅速かつ適切に対応されているか

19

＜設問＞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

20

＜設問＞定期的に育成室だより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

21

＜ご意見＞
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＜ご意見＞

・毎回楽しみに「育成室に行く」と言っています自分から話してくれるので嬉しくなります。
・入り口が見えるとはしゃぎます。

＜育成室より＞

・保護者の皆さまの温かいご意見を励みに、今後もお子さんが育成室の活動を楽しみに通えるよ
う、お子さんの気持ちに寄り添い、自主性を大切に自らやってみたいと思える魅力的なプログラム
の工夫をし、療育内容の質の向上に努めます。
・様々な遊びや体験を通して、お子さんが自己選択、生活に必要な生活習慣、ルール等が身につけ
られるようにスモールステップで取り組みお子さんの成長や発達を全職員で支援します。

＜設問＞子どもは通所を楽しみにしているか

25

＜設問＞事業所の支援に満足しているか

26

＜設問＞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・説明伝されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか

23

＜設問＞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

24

＜育成室より＞

・小岩育成室が大切にしている「子どもの持っている力を信じます」「子ども、保護者の気持ちに
寄り添います」「小さな気づきを大切にします」をモットーに、親子の笑顔とお子さんの豊かな育
ちに繋がるよう職員一同、今後も力を合わせて支援をいたします。
・集団療育、個別療育の中で様々な体験を通して、お子さん一人ひとりが力を発揮しながら自分ら
しく生き生き活動に参加し、充実感を味わい自己肯定感を育めるよう支援します。

＜ご意見＞

満
足
度

・個別支援の回数を増やしてほしいです。
・子どもの成長も満足ですが親の成長にも心を寄せてくださり感謝しています。

＜育成室より＞

・利用契約時、保護者会、個人面談等を通して、保護者の方にマニュアルの冊子をお見せし、取り
組みについて知らせています。定期的に法令や関係文書等を確認し、他育成室と一緒にマニュアル
の見直しを行い常に適正な内容で更新しています。
・今年度も共育プラザと合同非常災害訓練を実施し、いざという時に備え協力体制の構築をしてい
ます。様々な災害状況を想定して非常災害訓練を行い、避難経路の確認を含め適切に対応できるよ
う定期的に職員は研修を受け対応能力の向上と強化に努めています。
・不審者対応訓練は職員でいざという時に備え実施していますが、今後は療育内でも実施していき
ます。

＜ご意見＞
　（ご意見なし）

非
常
時
等
の
対
応

＜ご意見＞

・育成室での活動の際は対策されていました。
・工事中の共育プラザでの活動中は避難経路方法がどうなのかと思います。
・工事中の１階での活動中は門、窓、仕切りはあるものの公道に面しており不審者対策はどうなっ
ているのかと思います。

＜育成室より＞

・区の地域防災計画やハザードマップ等に基づき、震災、水害等、様々な非常災害を想定して避難
訓練等の年間計画を作成しています。療育の中で様々な非常災害を想定した訓練を実施しお子さん
が体験から習得できるようにしています。
・定期的にマニュアルの見直しを行うと共に、職員が様々な状況でも適切に対応できるように、定
期的な研修の受講や毎月の非常災害訓練を実施して対応能力の強化に努めています。
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　保護者の皆さまからのご意見や評価結果を真摯に受け止め、今後に向けての課題や工夫している点につい
て職員で討議しすぐにできることから改善に取り組んでまいります。
　保護者の方とはお子さんの成長を共に喜び合えるようパートナーシップを大切にし、育成室が安全で安心
できる居場所となるように取り組みの工夫を引き続きしていきます。
　今後も感染防止対策等の危機管理を徹底し、安心安全な育成室であるよう維持し、育成室の療育及び運営
等についてご理解いただけるよう丁寧で分かりやすい説明を心がけていきます。
　保護者の方の気持ちに寄り添い、お子さんの持つ力を引き出していけるような支援を提供し、より満足度
の高い事業所になるように職員一同力を合わせて専門性の向上と質の向上に努めてまいります。

課題および改善点
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