
公表：平成３１年１月8日

事業所名：乙訓ポニーの学校

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 無回答 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
92% 4% 2% 2% 0%

・少しスペースが狭い
のかなと感じていま
す。
・部屋が広くて子供が
活動しやすい。
・のびのびと体を動か
せるスペースが確保さ
れています。

十分、対応していると考え
ています。

2
職員の配置数や専門性は適切である

か
88% 4% 0% 8% 0%

・一人一人ていねいに
見ていただいてると感
じています。
・満足できるレベルだ
と感じています。
・職員がみんな専門性
があるかわからない。
・専門部分で言うと
OT,PT,STさんが常勤で
いて欲しいと思ってい
ます。

外部の専門研修を受講した
り、講師を招いて職員研修
を実施しています。

3

生活空間は、本人にわかりやすい構

造化された環境※1になっている

か。また、障害の特性に応じ、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

80% 8% 0% 12% 0%

・バリアフリー化はさ
れていない様に思う。

使いづらい場所やお困りの
ことを聞いていきます。

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

86% 10% 4% 0% 0%

・十分に配慮されてい
ると思います。
・生活空間になるのか
わかりませんが、ろう
かのまがりかどでぶつ
かることが多いので、
ケガをさせないか心配
です。右側通行などあ
れば・・・

曲がり角については、注意
喚起の工夫をしていきま
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

98% 2% 0% 0% 0%

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

80% 4% 0% 12% 4%

ガイドラインを玄関に設置
しましたので、いつでもご
覧になれます。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行

われているか
88% 8% 0% 4% 0%

その都度、丁寧に説明しま
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
84% 14% 0% 0% 2%

子供がやりたいことを
とり入れてもらったり
していて工夫されてる
と思う。

固定化することが必要な場
合もありますので、活動の
意図を丁寧に説明します。

9

保育所や認定こども園、幼稚園等と

の交流や、障害のない子どもと活動

する機会があるか

10
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
92% 2% 0% 4% 2%

契約時に説明しています。
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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

98% 0% 0% 2% 0%

12
保護者に対して家族支援プログラム

が行われているか
82% 10% 0% 4% 4%

プログラム化したものはあ
りませんが、親クラスを実
施しています。自由な話合
いの場を提供し、他の保護
者と悩みを共有したり、新
たな気づきが得られるよう
にしています。

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

98% 0% 2% 0% 0%

共通理解に努めています。

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

94% 4% 2% 0% 0%

・面談していただくと
『気づき』があるので
勉強になります。

定期的に面談を実施し、相
談に応じています。

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

80% 6% 0% 14% 0%

・連携の機会を持って
下さることで気持ちが
楽になります。

父母の会の活動は、今後と
も協力して行います。

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

94% 2% 0% 4% 0%

緊急時の電話対応を含め、
申入れがあった時には迅速
に対応しています。

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

92% 4% 2% 2% 0%

必要に応じて配慮していま
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

72% 10% 0% 18% 0%

事業所便りを発行していま
す。今回の事業所評価につ
いては、ホームページにて
公開します。

19
個人情報の取扱いに十分注意されて

いるか
80% 6% 0% 14% 0%

・どのように対策され
ているのかわからな
い。

個人情報保護条例及び、情
報公開条例に基づいて対応
しています。

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等を策

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

44% 10% 8% 38% 0%

今後、保護者に対して周
知、説明をしていきます。

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

36% 8% 8% 48% 0%

年2回、実施しています。
今後は、ご報告していきま
す。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 92% 4% 0% 4% 0%

・毎週とても楽しみに
しています。
とても楽しみにしてい
ます。
・おかげで曜日を覚え
るくらい楽しみにして
います。
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23 事業所の支援に満足しているか 88% 10% 0% 0% 2%

・子供に合った事業所
で、ていねいに見てい
ただき、ありがたいで
す。
・大変満足していま
す。
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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」により事業所評価を行っていた
だき、その結果を集計したものです。


