
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 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

46 7 0 1

・今年度は、感染予防の為、参観日や親子行
事が少なく、日常生活を十分にお伝え出来ず申
し訳なく思っております。
園内では各クラス（動物名）と療育室（星やク
ローバー、ハート　等）と常に各クラス2部屋以
上の部屋を使用して日々の療育を行っていま
す。お子さん個々のねらいや好きな活動や好き
な遊び等により活動エリアや部屋を設定してお
ります。今後も同様の部屋割りを続けながらお
子さんに十分な活動スペースを確保してまいり
ます。
・「つうしん」には午前午後の活動しか明記して
おりませんが、活動の前後や登降園前後に、
園庭やホール、テラス、おひさま（スヌーズレン）
を使用し、身体を動かす時間を設けておりま
す。
・今年度は前庭に砂場や乗り物を整備しまし
た。３月にはスプリング遊具を設定予定です。
また、ホールにはボルダリング、スムーズレン
ルームにはバイブレーションクッションを設置し
ました。新しく整備した環境も活用しながら体を
十分に動かす機会を増やしてまいります。

2
職員の配置数や専門
性は適切である

47 5 0 2

・職員数は今後も国の規定を順守しながら運営
をしてまいります。
・現在、保育士、社会福祉士、児童指導員、看
護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、
栄養士等、多職種で運営をしております。専門
性を活かし、お子さんや保護者の育ちをサポー
トしていくことができるよう、園内外の研修にて
職員個々のスキルアップに努めてまいります。

3

生活空間は、本人にわ
かりやすい構造化され
た環境になっている。
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

46 5 1 2

・お子さんの発達（理解面、運動面）に合わせ
て、安全に園内で過ごしていただけるよう、ご意
見にあるような段差や指を怪我しそうな部分に
ついては見直しを行います。
・園内の床清掃については廊下を含む全療育
室、毎日清掃（消毒を含む）を行っております。
今後も継続して衛生面に配慮をしてまいりま
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。また、子
ども達の活動に合わせ
た空間となっている

48 5 0 0

・建設後10年が経ち、経年劣化している部分も
いくらかあります。安全面に支障がないよう、修
繕を行ってまいります。
・お子さんの趣味趣向に合わせて遊びのエリア
や、玩具の入れ替えを行っております。清掃に
不十分なところがあり申し訳ありません。いただ
いたご意見を踏まえ、今一度設置している玩具
の見直しを行います。

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
発達支援計画が作成さ
れている

50 2 0 2

・保護者のご意向や相談員が作成するサービ
ス利用計画書、園内でのアセスメント結果をも
とに今後も計画を立案させていただきます。支
援方法についても、わかりやすくより具体的に
記載ができるよう努めてまいります。

事業所名　　　　児童発達支援センター　倉敷学園　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）57 　  回収数54　　　割合95％

ご意見

・各クラス以外にいろいろな部屋があり、十分に楽しめていると思います。
・環境はきっと考えられて、できているんだと思いますが、日ごろ教室の中等に入る
機会がないので、（最初の親子保育の時ぐらいで）、なので判断のしようがないです。
・各クラスがやや狭いように感じるが、子供同士がぶつかったり、危険がないのなら、
現状でよい。
・あまり広すぎると、子供同士での関わりがもてなくなるので今の広さでちょうどよい
と思う。体育館やテラスがあるので良い。
・机等を置いている箇所は、少し狭いかな？と思うところもありますが、おおよそ確保
されていると思います。
・限られた空間の中で子どもに合わせて活動を工夫して下さっていますが、欲を言う
なら、一日に1回は園庭や散歩、ホールなど大きく体を動かす活動を入れてくださると
ありがたいと思います。それにより覚醒度が上がったり、発散した後の方が、静の活
動に集中しやすいため。
・多動の子が走り回ったりしていると他の子との接触が有ったりする姿を見ると、考え
る部分がある。
・仕切りも少なく、よく動けていると思います。出来ればもう少し広くか、物が少なけれ
ば良いのかなと思います
・園庭が狭いので、子供がおもいっきり走れないところが残念です。
・外で遊ぶスペースも広ければ運動会とか外でしたかったです。

・人数も多いし専門の先生もいらっしゃる
・リハビリ、NS、社会福祉士など他職種で構成されている。
・手厚く幅広い支援でとても安心して預けられます。・適切だと思います。
・組織図的に見ると、行き渡る人員配置だとは思いますが、お休みの先生が居たり、
多動の子についたりすると、人手不足になるのではないかと感じます。
・いつも何かと聞けば教えて下さり助かっています
・専門性が適切であるかわかりませんが職員の配置数については満足してます。
・外漢なのでなんとも。職員情報など、よく公報してくれていると思う。
・担任の先生や、キャリアの長い先生は、お話していると、子どもの様子も分かりや
すく、安心出来ますが、キャリア浅な先生だと、子どもの様子があまり把握していな
い？と感じる事もあります。
・いつも適切なアドバイスや提案をして下さりありがとうございます。

・時々クラスの棚etcの配置が変わっていることがあるので、工夫しているのだと思
う。
・一部バリアフリーになっているが、砂、凹凸、坂があり、注意が必要である。
駐車場が入り口から離れているため、バスや車の往来で危険である。ろうかも手を
ついての移動なので、清潔なのか気になる。
・段差やドアなど、指をケガしそうな所がいくつかある。
・適切になっていると思います。
・色だけでは、自分の荷物を置く場所だと分からない時に顔写真を貼ってくれたりと
本人のすごしやすいわかりやすい環境だなと思います
・それぞれのマークなどもはっきりしていて誰でも見やすい記号（マーク）になってい
ると思います。

・クラスのドアや、入り口のかぎの立て付けが悪い所がある。古い部分もあるが、汚く
はない。先生が使用したものを拭いている所も見たことがある。
・もう少しキレイにして頂けるといいな…と思うことがあります。車イスの子たちもいる
ので、そこは仕方ないと思うんですが…
・そう思います。
・おもちゃがほこりだらけなのを目視しています。
・教室に入れば、子供達の好きな物があり、本を読んだりする所もあり、本人も心地
よい時間を過ごしていると思います。

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

・大まかに支援の計画が書かれているのは、全然構わないのですが、もし、その目
標に対して、具体的な支援方法も提示してもらえたら、家庭の方でも一緒に取り組め
るのになあと思った事があります。
・具体的に明記されている。
・子どもの個性、ペースに合った計画を立ててもらえるので助かります。
・子どもの日々の様子をよく見ていただき、その上でしっかり支援計画が作られてい
ると思います。



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 ご意見を踏まえた対応ご意見

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

44 4 0 6

・児童発達支援ガイドラインの内容について説
明が不十分であり申し訳ありません。利用契約
の際に丁寧に説明することを意識してまいりま
す。
・お子さんの発達を保護者の方と共有しながら
現状に見合った支援を、保護者とともに検討、
実施していけるよう保護者との情報共有を強化
していきます。

7
児童発達支援計画に
沿った支援が行われて
いる

51 2 0 1

・連絡帳や送迎時の引継ぎの際に今後も支援
内容やお子さんのご様子をお伝えさせていただ
きます。
・ICT化の進んでおります。保護者にお子さんの
情報を写真や動画等も使いながらお伝えできる
よう努めてまいります。

8
活動プログラムが固定
化しないよう工夫され
ている

44 3 0 6

・幼稚園、保育園と変わらないよう、今後も季節
に合わせて行事を設定していきます。
・稲作も継続し、苗や泥に触れたり、収穫を経
験したり、地域の方と触れ合ったりできる場を
設けていきます。
・今後も外部講師も積極的に入れながら、豊か
な経験の場を提供していきます。

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

8 12 9 25

・昨年度は、くりのおうち保育園と日々の活動で
ホールや園庭を共有したり、行事（七五三、お
飾り作り、クリスマス会、とんど焼き　等）合同で
開催したりしました。今年度も予定をしておりま
したが、感染予防のため、やむを得ず別開催と
なることが多かったです。今後の感染状況を加
味しながら機会を設けていきます。

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

46 4 1 0

・欠席時対応加算や保護者会費、後援会費等
の説明は、入園説明会の際にさせていただい
ております。今年度は感染予防のため通常より
時間を短縮して行い、わかりにくい点があった
かもしれません。大変申し訳ありませんでした。
ご意見を受け、現在は見学時にも後援会費、保
護者会費のご説明をさせていただいておりま
す。
・ご不明な点についても聞きやすい場を設けて
まいります。

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

47 3 0 0

12

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iv等）が
行われている

46 1 0 4

・ご参加いただきありがとうございます。ペアレ
ントトレーニングでは再受講者が年々増えてい
ることも嬉しく思っております。また、受講歴の
ある保護者がピアサポーターにもなってくださ
り、よい機会になっているように思っておりま
す。

・色んな体験をさせてくれているとは思う。
・季節にあわせた活動内容で色々な経験をさせてもらえて子どもも新鮮な様子です。
・いろんな活動をしてもらっていると思います
・いろいろな活動を経験できて、本人も明日何するかなーと楽しみにしています。
・予定を書いた紙（学園だより？）を配ってもらえて園での活動がなんとなくわかり、あ
りがたいです。

・コロナの影響で今年はよく分かりません。・以前は栗の家保育園のお子さんと交流
がありましたが、最近はあまりない様に感じます。
・今のところないような気がするが、是非やってほしい。コロナが落ちついたらでよ
い。
・もう少し地域の子との交流があって障害児の理解が進められればいいと思う。
・同敷地内に保育園はあるけど、交流する機会はないと思います。
・今年はコロナもありますし、なかなかできないと思います。コロナが落ち着いてか
ら、何かできるといいですね。
・交流をもちたいような、少し怖い気もあるのであまりかかわらない今の感じがありが
たく思います
・くりの保育園があるので、そこに通っている園児とは何か交流してくれればと思う。
・「言葉のシャワー」を浴びさせてあげたいが、協力して何かをすることには、少し不
安がある。

・入園児や進級自の説明会できちんと説明がされています。
・学園から電話で確認された時のキャンセル料（？）や、保護者費、クムレ後援会費
などの説明がなかった。又、クムレ後援会費は何に使われているのか…昔からよく
分からないけど払っているという話を聞いたりした。
・コロナの関係で急ぎ足だった。
・都度、ご丁寧に説明やお手紙を頂き分かりやすいです。
・しおりをもらいました。

・面接etcで説明あり。
・そう思います。
・懇談の際にていねいに説明して頂き、家族と共有できています。
・ガイドラインというのが分からないが、支援計画に関しては、しっかりと示し説明して
もらえた。

・去年も今年もペアトレに参加させてもらっていて、とても勉強になってありがたく思っ
ている
・親の知識や経験だけでは、どうしてよいのか分からないことばかりです。専門的な
知識を教えて下さり助かっています。
・参加できないが、資料etc頂けたらありがたい。
・希望者参加型で行われています。
・ペアトレに参加しおらず分かりません
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・大まかに支援の計画が書かれているのは、全然構わないのですが、もし、その目
標に対して、具体的な支援方法も提示してもらえたら、家庭の方でも一緒に取り組め
るのになあと思った事があります。
・児童発達支援ガイドラインの内容がわからないので、できているかどうかもわから
ないです。
・具体的に明記されている。
・そう思います。
・本人に対する発達支援の（ア）健康・生活、（イ）運動・感覚、（オ）人間関係、社会性
については、日々の生活の中で本人の特性に合わせ、工夫して取り組んで下さって
いると実感しています。ただ、本人の特性的に難しいところでもありますが、（ウ）認
知・行動、（エ）言語・コミュニケーションへのアプローチを、もっと取り組んでいきた
い、という希望はあります。集団での生活の中で取り組むことの難しいところではあり
ますが、短時間を継続的に、個別の場面で、家族と連携して、など検討して頂けると
ありがたいです。
・ガイドラインの説明がされていたか覚えていない。

・送り迎の時etcに様子を教えてくれる。
・日常生活においてのトレーニングや、他のお友達との関わり方など、きちんと支援
計画に沿って行われていると思います。
・参観日が無いので親の目で確認できていないので、信じるのみです。
・たぶんされているのだろうと思う。
・園で習慣化し子供に合った方法でして下さるので家でも取り込みやすく子供の成長
を感じます。



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 ご意見を踏まえた対応ご意見

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

48 3 0 0

・保護者と共通理解を図りながら支援を行うこと
ができるよう、送迎や懇談時以外にも積極的に
関わりを持てるよう努めてまいります。
・今年度途中よりICT化をすすめ、写真や動画
等も活用しながら園内での様子をお伝えさせて
いただいております。
・保護者の方が相談しやすい雰囲気作りにも努
めてまいります。

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

47 3 0 0

・懇談週間は年に３回固定して設けておりま
す。
・懇談以外にも、各種勉強会の開催、卒園児保
護者交流会等の場を設け、保護者の方とコミュ
ニケーションをとることのできる機会を設けてお
ります。
・勉強会は、現在は任意での開催としておりま
すが、参加者が増えるための改善点等も検討
してまいります。

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

33 12 1 5

・今年度は感染予防のため、園内（室内）が密
になるような会、飲食を伴う会（茶話会や給食
試食会等）は中止や変更させていただきまし
た。感染状況を考えると、次年度についても、
開催内容の検討が必要と考えております。現在
の社会情勢でも、保護者どうしの連携が望まれ
るような支援を検討してまいります。

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

50 1 0 0

・ありがたいお言葉をありがとうございます。今
後も、保護者の方のお気持ちに寄り添いなが
ら、適宜専門的な対応をさせていただけるよう、
職員のスキルアップを研修等で補ってまいりま
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

46 4 0 0
・職員間で差のないように頂いたご意見を職員
間で周知し、情報伝達が充分にできるよう意識
を高めていきます。

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

49 2 0 1

・今後も書面やホームページ、報告会の機会を
持って適宜発信させていただきます。
・ホームページの見え方については法人全体で
再検討していきます。

・定期的に配布がある。
・保護者にはお便りやホームページ等に情報を発信していただいています。
・ホームページの子どもたちの様子、配信して下さっている家庭でできる取りくみの動
画、楽しみにしています。
・ホームページは、ブログはたまに見るが、クムレ全体の内容をカテゴリわけしている
ようで、見にくい（学園外の人への情報公開としては良いと思う。）

・細かい所までしっかり見てくださっていて、先生ならではの視点でのアドバイスがい
ただけたり、コミュニケーションもしっかりとってくださる
・先生によってその日の様子や活動について伝えてくれる方もいるがあまり伝えてく
れない先生もいてばらつきがある
・先生全員（クラス内）には伝わっていないように思う。
・送り迎えの時や、連絡etcで共有している。
・送迎時にその日あったことや健康状態など、先生より伝えていただいたり、こちらか
ら伝えて、共通理解ができていると思います。
・家ではできないことも、園ではでき、アプローチのしかたなど教えてもらい、家でも取
り入れて、できることがふえました
困ったことがあれば一緒に取り組んでいただいており、園と家で同じ課題に取り組め
指示の理解が早くなりました。統一して教えることで本人もすごしやすくなることが分
かりました。
・（２）で回答した様に、先生によって、ムラを感じる事があります。以前、お迎えの際
子どもの様子を聞くと、担任の先生とサブの先生で大きく内容がくい違っている事が
ありました。その辺りは周知徹底していただけると有難いです。
・迎えに行った際などにその日にどんな事があって、どうしたとか細かい所まで教え
てくれるのでとても良いと思います。

・質問したら返答してもらい、面談で助言をもらっている。
・半年に1回では少ないと思う。
・個別相談時（年3回）にアドバイスいただいています。また、困り事がある時等はそ
の都度面談していただいたりしています。
・家の中でかんがえたりしていても暗くなったりしますが、少し離れた位置の先生から
の助言で違うかんがえもあるのだと気づかされます
・面談時や送迎時に相談し、アドバイスをいただけています。

・今年はコロナの影響で色々中止になっているがいつもは色々な支援がある。
・コロナで少なかった。・コロナ禍で難しいと思います。
・参加はできないが、案内が入っている。
・例年は保護者会が中心となった行事がありましたが、今年はコロナの影響もありで
きていません…。
・今年度はコロナの影響で保護者同士が関わる機会が少なく残念です。
・参加しておらずよく分かりません
・コロナで中止などがあるので。・コロナのため、今年は中止のことが多い。
・父母の社交性による気がする。ペアトレの話し合いのような時間があると交流しや
すい？

・親だけでは対応できない事があると、すぐに対応して下さっている。周知もすぐにし
てくださっている
・相談したいことを先生方の間で共有し、色々な先生方の様々なアドバイスをくださっ
た。
・通信etcで意見と対応策が記載されている。全てではないと思うが、可能な限りされ
ているのだろうと思う。
・そう思います。
・遠足に参加できるようにしていただきありがたく思います
・困った事などあれば、すぐ、対応、助言していただき、とても助かっています。

・送り迎えの時etcにクラスの先生からは様子の伝達あり。タイムケアの時も違うクラ
スの先生も伝達してくれるとうれしい。
・送迎時に情報伝達できていると思います。
・送った時も、迎えの時も先生がでて来てくださるのでその時に報告などあればでき
るので、いいと思います。
・その日の様子を色々と報告して教えてくれる先生と、「今日はどうだったのかな」と
知らない先生がいるようなのが残念です。

適
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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 ご意見を踏まえた対応ご意見

19
個人情報の取扱いに
十分注意されている

46 1 0 4

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。
また、発生を想定した
訓練が実施されている

43 7 1 3

・月に１回以上は避難訓練を行っております。
今後も、火災や水害、地震、不審者対応等を想
定して訓練を行います。
・マニュアルについては説明会にてわかりやす
い説明することを心掛けてまいります。

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

45 2 0 6

・月に１回以上は実施をしております。
・皆様のご意見から園だよりに避難訓練の日程
を記載するようにしております。
・ICT化が進み、写真や動画にてお伝えする事
が可能になります。内容に合わせて写真等も活
用しお伝えしていきます。

22
子どもは通所を楽しみ
にしている

49 4 0 1

・引き続きお子さんが楽しく通っていただけるよ
う、活動の工夫を行ってまいります。
・行き渋りのあるお子さんについては、お子さん
の気持ちを受け止めながら楽しく通うことのでき
るよう環境を整えてまいります。

23
事業所の支援に満足し
ている

53 1 0 0

・今日の活動内容は何かな？と、子どもも親も楽しみにしています。
・とても楽しみに毎日通っていて、休みの日にも「今日、学園ないの？」と聞いてくる
ほどです。クラスも、設定していただいている活動もとても大好きで楽しく参加できて
いるようです。
・きりん組さん楽しかった～と教えてくることが増え明日の予定を伝えると、やったー
などどの活動でも楽しみにしています
・登園をしぶることはほとんどなく、毎日通園できています。時には活動を楽しみにし
ている様な発言もあり、またお友達と会えると嬉しそうな表情もあり、本人が楽しく安
心して通えていることが見てわかります。まだその姿を見て親としてはこちらにお世
話になれてよかったと実感しています。
・眠さにたえながら、毎日たのしく通えていると思います。
・今日は何する？今日〇〇した。など聞けば楽しそうにしています
仲のいいお友達もおり、ケガもたまにしますが毎日を笑顔ですごせています
・毎日嬉しそうに行っています。
・毎日楽しく行ってます。
友達もできて、本人は楽しそうです。
・やっぱり家で母に甘えていたいようですが、行けば学園で楽しくすごせているようで
す。
・先生方もとても親切で、本当に一緒に子育てをしてくださっていると感じる
色々な体験をさせてもらえて、本人にもとても良い刺激になっていると思う
・難しいとは思いますが、特別支援の回数がもう少し増えてくれればと思います。先
生方の指導や対応に感謝しています。ありがとうございます。
・他のクラスの先生も声を掛けてくださったり園との距離もすごく近くに感じ安心して
子供を通わせる事ができています。
・家では、相手が私たち親だったりで甘えも出るのが、すごく大きな変化ではないけ
ど、先生方からの話を聞いて、おどろくことがたくさんありました。
できていること、頑張っていること、先生やお友達との関わり、家ではなかなか難しい
ことできないことも園ではできていたりして、もちろん我が子の頑張りと先生方、お友
達のおかげだと思い、とても感謝しています。
通わせてよかったと思います。ありがとうございます。
・他のクラスの先生でも、中には子供に声を掛けてくれるので子供は喜んでいる。
園外から先生を招いたり、畑仕事をやったり等他の園ではあまりなさそうな事をしてく
れている。
褒めてくれる先生が多いように思う。
体を動かす時間（ホールやプールなど）が多くて良いと思う。
少数ではあると思いますが…元気がなかったり挨拶をしなかったり、子供に威圧的
だったり、怖い顔をしていたり、子供がしていることを見ていなかったり、子供が言い
たいことをきちんと聞いていない先生がいるのが残念です。
・大変満足しています。
・少人数制でST、PT、OTなど特技を実施してくれる。
またできる範囲で季節の行事や、クッキングetc色々な経験をさせてくれる。
子供によく声をかけてくれ、ほめてくれる。

・写真をのせる時etc確認してくれる。
・そう思います。

・避難訓練や不審者対応等きちんとされていると思います。
・毎朝の計りもなれてきています。毎回の訓練も本人が分かっているのかなぞですが
楽しんでいます
・実施はしているが説明は少しして欲しい
・訓練はしている様子。マニュアルは周知、説明は、初日の時の？

・避難訓練が定期的に行われています。
・定期的がいつなのか？実施したら連絡帳に記載があると分かりやすい。
・避難訓練を行ってくれているのは知っていますが詳しい内容は知らないので「わか
らない」にさせてもらいました。

・朝起きて、準備が整うと、早く登園したくて玄関に自ら歩いていきます。
降園後も安定して過ごせています。笑顔が増えました
・家庭では難しい事も学園で体験できていて楽しんでいる様に思える
・いつも優しく迎え入れてくれて嬉しく思っています。
子供が楽しめる様工夫がすごくされていると感じています。
・朝一番の挨拶や迎えに出て来てくれるのが少し遅い時などは、「今日も楽しいこと
がありそう」とは思えないようです。
・おしゃべりが出来ない我が子ですが、朝のおもちゃで遊んでいても、「ぱんだいく
よー！」というと手をとめてこちらに寄ってきます。
・少しお友達のことでグズる時がある…
”嫌””好き”に関しての意志がはっきりしている我が子。倉敷学園が大好きなようで
す。
・お友達や先生方の名前を家でも言っており、園で遊んだ内容や誰と遊んだか教え
てくれる。
・行きたい！！帰りたくない！！と言うくらいたのしく毎日通えてるので、それはすごく

非
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応
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・ありがたいお言葉をありがとうございます。
お子さん、保護者の方ともに安心して通うこと
ができるよう、今後も支援の見直しや改善に取
り組んでいきます。



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 ご意見を踏まえた対応ご意見

事業所の支援に満足し
ている

・日々、手厚く関わっていただき、こちらの聞きたいことにも丁寧に答えていただき感
謝しています。どこの項目に書けば良いかわからなかったのでここに書かせてもらい
ますが、可能であればで良いのですが、毎日の遊びを事前に「がくえんつうしん」で
知らせてくださっていてその中でネーミングだけではどのような活動かわからないも
のもあるので、知れたら嬉しいです。今でも気になったものは、その都度担任の先生
に聞かせてもらっているので問題ないのですが、一応書かせてもらいました。もし何
か配布の紙に書いていて、私の見落としだったりしたらすみません。
・職員の方が皆しっかりされており、子供を安心してあずけることができます。
・手厚い環境の中でも、1人1人に合わせて支援して頂いているのでとても満足してい
ます。
何かあったときは送り迎え時にきちんと説明もしてくれます。
・子どもの様子や発達をよく見て頂けて、とてもありがたいです。
・みなさん力の限りアシストして下さっているように思います。
・先生方もとても親切ですごく満足しています。
ここの事業所に来られて本当によかったと思います。
・本人にとっては、2つ目の支援センターになります。通うまでは、園が変わることに
抵抗があり悩みましたが、今は楽しんで通えているように感じます。言葉を話せない
為、実際の本人の気持ちは分かりませんが、毎日通うことの大切さが日々の成長に
つながっているように思います。子供を持つ育てる、あたりまえのようであたりまえで
なかったり、たくさんの人の支えなしでは、ここまでこれなかったように思います。
時々、親の自分も苦しくなって背を向けたくなる日もあるのに、1人でも大変な障害の
ある子達に前向きに向き合ってくださり、感謝しかありません。本当にありがとうござ
います。これからもよろしくお願いします。

・医療ケア児が単独通園できる事業所はとても限られているので、預かってもらえる
だけで有難いのに、支援内容もとても充実していて本当に助かっています。
お友達に良い刺激をたくさん受けている様で、出来る事、したいと思える事がどんど
ん増えていて成長がとても嬉しく、これからが楽しみです。
・子どもが通っている様子からも伝わってくるように、学園の先生方はとても優しく、家
で何か困り感等があればアドバイスいただいたり、一緒に考えていただいたりすぐに
対応していただいて本当に感謝しています。
ひとりひとりに合わせた支援を行ってくださるので、子どもも過ごしやすく楽しく通えて
いるので、親としてもとても満足しています。
・いつも本当によくして下さっています。倉敷学園さんはすべてにおいて手厚く対応し
て下さるので、これから小学校や普通園に行くのが不安です。手厚く適切な対応をど
の先生もして下さるので、先生方の伝達や指導等も本当にしっかりされているんだろ
うなと感じます。本当にありがとうございます。

〇この「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」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計した
ものです。

・ありがたいお言葉をありがとうございます。
お子さん、保護者の方ともに安心して通うこと
ができるよう、今後も支援の見直しや改善に取
り組んでいきます。


