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適
切
な
支
援
の
提
供

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、児童発達支援計画が作成
されているか

89.7% 6.9% 0.0% 3.4% 0.0%
◉担当の先生も常に的確なアドバイスをしてくれている。

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

86.2% 6.9% 0.0% 6.9% 0.0%

◉言葉の遅れでの通所のため、他の特性での不便さの判断
がわかりませんでした。

◉３階トイレ、ベビーチェアがなかったと思うのであると
便利だと思う。

◉ドアが開いた状態だと他の利用者が気になっていること
がある。

◉１階と２階のトイレにはベビーチェアやベビーベッ
ドを設置しています。３階での設置については、ト
イレの個室内の広さが十分にない為、どのような
チェアが良いか、どこに設置できるかなど様々な方
向から検討していきます。

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

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

◉ウイルス感染の予防を徹底してくれてる。

◉個別で受けてるが、他のお子さんに気を取られることも
なく、落ち着いて療育できている。

◉常にキレイな状態です。

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

◉個別の為、スペースは十分に確保されています。

職員の配置数や専門性は適切であるか 89.7% 6.9% 0.0% 3.4% 0.0%

◉言葉の教室、リハビリテーション等、専門的な分野を集
約して人材育成も含めて、市として取り組んでほしい。

◉自分の子に対しての目の行き届き方には充分な配慮をも
らえていると感じているので、不満はありませんが、集
団の時に児童数が多いと先生たちがたいへんそうだなぁ
と思ったことはあります。

◉１対１で困ったことはありません。

◉専門人材の確保に向けて検討していきたいと思いま
す。

公表：令和４年３月28日

事業所名 稚内市早期療育通園センター 保護者等数（児童数） 65 回収数 29 割合 44.6%

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

環
境
・
体
制
整
備

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れているか 100.0%

児童発達支 保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）



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

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

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

82.8% 10.3% 0.0% 3.4% 3.4%

保護者に対して家族支援プログラム（ペア
レント・トレーニング等） が行われている
か

58.7% 10.3% 0.0% 24.1% 6.9%

◉課題をやりながら、保護者としての接し方も教えてくれ
ている。

◉今後も保護者からの意見を聞き取りながら支援をし
ていきます。

保育所や認定こども園、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

48.3% 10.3% 17.2% 17.2% 6.9%

◉そういった機会も希望していなかったため、いいえにし
ました。

◉コロナ中ですので交流なし

◉保育園に通っている

◉利用児童のほとんどが幼稚園や保育所と並行通園し
ていますので、通園センターとしては交流の場を設
定することはありません。

保
護
者
へ
の
説
明
等

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 93.1% 3.4% 0.0% 0.0% 3.4% ◉最初に説明を受けた。

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

93.1% 0.0% 0.0% 3.4% 3.4%

◉最初に説明を受けた。

活動プログラムが固定化しないよう工夫さ
れているか 86.2% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0%

◉毎回課題が代わっている。

適
切
な
支
援
の
提
供

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（本人支援及び以降支
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

89.7% 3.4% 0.0% 6.9% 0.0%

◉やっている課題について明確な目標設定がされている。

児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか 89.7% 6.9% 0.0% 3.5% 0.0% ◉とてもできていると思う。



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

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか 82.7% 10.4% 0.0% 6.9% 0.0%

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 96.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% ◉保護者が関わってよいか否か、都度言ってくれる。

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

48.3% 13.8% 3.4% 31.0% 3.4%

◉連絡網で配信してくれている。
◉今年度より連絡網のシステムを取り入れ、必要な連
絡や情報を全員に周知しています。

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

10.3% 17.2% 27.5% 41.4% 3.4%

◉感染防止のため実施してないと思う。

◉コロナ禍でやっているのかわからないけど、情勢が落ち
着いたらぜひともやってほしい。保護者同士の情報交
換・共有は大事だと思う。

◉そういった機会も希望していなかったため、いいえにし
ました。

◉コロナ中により交流なし

◉個別の為、他の保護者とのかかわりはない。

◉保護者会の設置はありませんが、例年、家族支援事
業を通して親同士の交流の場を設けています。残念
ながら今年度は新型コロナ感染予防の観点から実施
することができませんでしたが、今後、状況が落ち
着いた際には、再開していきたいと思います。

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

86.2% 3.4% 0.0% 6.9% 3.4%

◉その場でアドバイスを受けている。

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 79.3% 17.2% 0.0% 0.0% 3.4%

◉課題をやりながら、保護者としての接し方も教えてくれ
ている。

◉今後も保護者からの意見を聞き取りながら支援をし
ていきます。

保
護
者
へ
の
説
明
等



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

⑳

㉑

㉒

◉通園センター単独で避難訓練を行うことは難しいた
め、避難経路等について全員に通知しました。

満
足
度

子どもは通所を楽しみにしているか 93.1% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0%

◉先生やお友だちに会えるのを楽しみに通っています。苦
手な作業も最後まであきらめずに取り組めるようになり
ました。

◉子供は通園を楽しみにして、のびのびと運動していま
す。

◉子供たちも通園をとても楽しみにして楽しく通っていま
す。

◉いつも本当にお世話になっています。先生方のことが大
好きで楽しんで通えています。

◉子供はもちろん私自身も通所を楽しみにしています。悩
みを聞いてもらったり、とても心強い存在です。週１の
40分では足りないくらい、もっと通いたいなぁと思うく
らいです。これからもよろしくお願いします。子供の成
長の事で相談できるのでとてもありがたいです。

◉今のところ、行きたくないなどは言っておらず、勉強が
んばる！と言っています。

◉今後も「通所を楽しみにしている」と評価がいただ
けるよう努めていきたいと思います。

非
常
時
の
対
応

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

82.8% 3.4% 0.0% 13.8% 0.0%

◉連絡網で配信してくれている。

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 44.9% 13.8% 6.9% 34.5% 0.0%

◉訓練があるのは知っているが、参加する事ができなかっ
たので、避難経路の確認の指示を受けたので子供と確認
した。

◉連絡網で配信してくれている。また、部屋にも貼り紙が
されている。



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

㉓

満
足
度

事業所の支援に満足しているか 86.2% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0%

◉最近こんなことに困っている、どうしたらいいか意見を
求めたときに適切な対応を教えて頂けて助かっていま
す。

◉とても満足している。

◉先生達と子供、保護者間の信頼関係ができているので安
心して通えています。運動面ではとても成長したと思い
ます。有難うございます。

◉親としても毎週気になる事を相談する場があり、とても
助かっています。

◉保護者も勉強になる為、これからも通いたいと思ってい
る。

・保護者の皆さんのご意見を聞き、通園センターを
理解し利用していただけていると感じました。今後
も引き続き、取り組みや療育について丁寧な説明を
心がけ、信頼して利用していただけるよう努めてい
きたいと思います。

【その他ご意見】

◉チェック項目の文言が難しく理解するのに時間がかかり、うまくアンケートに答えられているかわからない。
もう少しわかりやすい言葉でアンケートをつくれないか。

◉先生の後継者はいるのか？支援の必要な子供が増えいている中で、センターの今の状況では先生達の負担も多く、将来的に放課後
等デイ等、利用できるのか不安です。市の運営にして人材確保、長い期間での支援ができる事をのぞみます。

◉通園センターの拡充を求めます。早期からの療育は子どもにとっても親にとっても自信につながるし、日常生活能力、社会性やコ
ミュニケーション能力等強化され、二次障がいも少なからず防げると思います。我が家は２才から利用できたことで、幼稚園生活
もスムーズなスタートを切れ、楽しく過ごせているのでとてもありがたく思っています。療育もできれば週１回や短時間ではな
く、回数を増やしたり、親への相談支援、幼稚園、小学校などの相談支援なども、ぜひ今後やってほしいです。

◉将来的に体制も含めて検討していきたい
と思います。


