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保護者等からの事業所評価の集計結果 ( 公表 )

保護者等数（児童数）  ：51人  回収数  ： 51 人  回収率  ： 100.0％
アンケート期間  ： 令和 3 年９月 15 日  ～  令和 3 年 9 月 30 日

COMPASS武蔵新城DASH

令和4年 2月 28日公表

 

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

事業所の支援に満足しているか23

12

13

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ⅲ等 )が行われているか

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い､子どもの
発達の状況や課題について共通理解ができているか

14 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

15 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等によ
り保護者同士の携が支援されているか

16
子どもや保護者からの相談や申し入れについて､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､相談や申し入れをした際に迅速かつ
適切に対応されているか

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

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 

子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか1 1
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2 職員の配置数や専門性は適切であるか

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

4
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 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 i が作成されているか

7

9

児童発達支援計画に沿った支援が行われているか

6

児童発達支援計画には、児童発達ガイドラインの
「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援」、
「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

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10

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

11

個人情報の取扱いに十分注意されているか

子どもは通所を楽しみにしているか

19

18

17

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。

20

22

14274

6

7

8 活動プログラム ii が固定化しないよう工夫されてい
るか

1 149

2 148

○ 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。

法令基準以上の広さを確保し、学習スペースと余暇
のスペースで空間を分けています。
また、余暇時間について児童が多いときには、その
都度職員が声掛けをして距離を保つように心掛けて
います。
学習スペースと余暇スペースを分けて、余暇時間に
密になりそうなときには、怪我のないように、距離
を保つように、職員が都度声掛けをしています。

法令基準に沿って職員を配置しており、全体が見え
るよう、柔軟な見守りができる体制に努めています。
・職員の構成は、国の定める基準以上の有資格者で
構成されておりますが、保護者様に誰がどの資格を
有しているのかをご案内するために、今後は一覧表
の掲示や書面の配布などを検討してまいります。

・適切だと思います。
・個別で対応、担当も変わらずに対応していただけ
  てます。
・どの方がどんな資格を持っているか等はわからな
  いです。

・遊びの空間と勉強する空間が分けられていて良い
  と思います。
・はっきりとはわかりませんが、送迎時に見える
  範囲では問題ないように思います。
・連絡帳に細かく今日の活動内容を書いてもらって
  ます。
・学習と集団で場所が分かれている。

・清掃が行き届いていて清潔だと思います。
・いつもきれいです。

・取り組んで欲しい課題を取り入れて計画を立てて
  いただけています。
・丁寧にヒアリングして頂き、作って頂いたので
  安心している。
・小学校入学に向けて、ひらがなや、文字の練習を
  したいという要望を取り入れてくれている。
・面談等が行われるわけではないので、正直、よく
  わからないです。
  定期的な面談があったら良いなぁ…、と思う時が
  あります。

・適切な支援計画を立てていただけています。
・私が把握出来ていない。

・子どもの発達に合わせた計画にしていただけて
  いると思います。

・子どもの数に対して十分なスペースが確保され
  ていると思います。
・いつもきれいに片付いてます。
・スペースは広く、内装も白で統一されている為、
  圧迫感がありません。

・発達に合わせて計画を立てていただけています。
・通い始めたばかりなので。
・自然への活動（虫や植物）、季節に沿った活動が
  なされている。
・机に向かう勉強だけでなく、外に出て活動したり、
  交通ルールを学んだり、いろんな体験をさせて
  くれます。
・コロナ禍なので仕方ない面もあるのでは…。

・幼稚園に通っています。
・内容を聞いている限りでは、そういった機会はな
  いように思います。
・コロナ禍にあり、このような機会はなかったので
  分からない。
・コロナ禍のため。
・コロナのため、なくてしかたないと思う。
・おそらくないと思われます。
・事業所外の子どもとの交流はおそらくないのでは
  と思います。
・幼稚園で他園児と接しているので特に必要ない。
・コロナ禍ですので求めていません。

・都度説明していただけています。

・説明されました。

・支援計画の更新の際に、色々と相談にのって頂い
  ておりますが、普段は送迎時少ししか会話をする
  機会がないので、日々の相談等は難しさを感じま
  す。
・相談したいとお伝えすると、すぐに日程決めて
  下さいました。
・特別な機会は設けられていないです。
  自分でネットや本等で家庭でできる事等、調べて
  います。
・適宜面談などはしていただいているが、ペアレン
  トトレーニングについて説明や実施の打診をいた 
  だいたことはない。
・ペアトレをする機会があればしたいと思います。

・ファイルノートで細かく支援内容を教えてもらえ
  るので、分かりやすいです。
・課題というところについてもっと話し合っていき
  たいと思ってます。
・お迎えの際に、その日の活動の様子や出来たこと、
  出来なかったこと等を口頭でも伝えていただきた
  い。
・連絡帳ではその日に行った事を、様子も交え報告
  してくださいますし、家での様子や、他療育での
  様子等、こちらからも書くようにしています。
・連絡帳や送迎時に子どもの様子を共有している。
・職員によってばらつきがある。
・連絡帳や送迎の際にコミュニケーションはとれて
  いると思います。
・文面だけのやり取りで、会話としてはあまりない
  かも…

・私がいつも時間がなく。
・活動の様子が分かりづらいため、写真や動画等で
  共有していただきたい。
・気になる事があれば、送迎時等相談する感じだと
  思います。
・今後も、ちょっとしたことでいいので、助言して
  いただけるとありがたいです。
・面談は希望すればすぐにしてくださいます。

・コロナ禍なので、他のお父さんお母さんに会って
  も、お互いあいさつ程度しかできないですが、仕
  方ないと思います。
・コロナの影響により集合等は行っていないと思い
  ます。
・コロナ禍にあり、このような機会がなかったので
  分からない。
・そういったものがあるのか分かりません。
・コロナ禍のため。
・コロナなので。
・コロナのため、なくてしかたないのかなと。
・そのような機会はないと思われます。
・コロナの状況で難しいとは思うが、他児の保護者
  と関わりを持つ機会が欲しい。
・コロナ禍ですので求めていません。
・コロナ中はなくていいと思います。

・まだ相談等行っていない。

・通い始めたばかりのため。

・今日、避難訓練をしました、とは連絡を受けた
  ことがないため。

・通い始めたばかりのため。
・公園までの避難の仕方など、歩いて指導してくれ
  ました。
・プリントで行われていることを確認しました。　

・日頃から細かな支援をいただき、大変感謝してい
  ます。
・生活面（トイトレなど）の支援をしてくださる事  
  業所はないので、大変助かっています。
・感染対策等、何かと心配事の尽きない日々ですが
  職員の皆さまが、いつも元気に明るく対応してく
  ださり、安心して通所しております。
  ありがとうございます。
・発声練習や読み聞かせの際などはマスクを外して
  先生方の口元が見える機会が少しでもあると嬉し
  く思います。
  （保護者側の賛否がわかれるので難しいとは思い
   ますが…）
・取り組む課題を共有し、達成度が定期的にわかる
  ようになるといい。
・日頃から丁寧に指導いただき、ありがとうござい
  ます。
  子どもも通所を楽しみにしています。
  引き続きよろしくお願いします。
・それぞれの課題に応じたプリントや、説明をして
  くれている。
  飼育や水やりを通して、生き物と触れる体験もさ
  せてくれる。
・支援にはとても満足していますし、本当に感謝し
  ています。
  今後もよろしくお願いいたします。
・子どもはもちろんですが、親も就学に向けて等、  
  相談に乗ってもらったり、大変満足しています。
・通うことにより成長を感じ、保護者も相談できる
  場所があることがとても心強い。
・いつもありがとうございます。
・家ではやりたくない事も、コンパスだと嫌がる事
  なく楽しく通えています。
・コロナ禍ということで、制約もたくさんあるかと
  思いますが、できる範囲で、最大限の支援をして
  頂いているかと思います。
  今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

・行きたいとはりきっている時と、やだと言うこと
  が半々かなと思います。
  イヤイヤ期もあり、気まぐれなんだと思います。
・先生、お友達に会えるのを楽しみにしています。
・お誕生日の日に、どこに行きたいか聞いた時に、
  COMPASSへ行きたい！と、言う程、毎回通所
  を楽しみにしています。
・いつも楽しみにしており、行かない日は、機嫌が
  悪くなる程です。
・お友達と年が近く、一緒にやりとりをするのを楽
  しみにしている。
・子どもは「あしたコンパスいく？」と聞いてくる
  など、コンパスに行く日を楽しみにしています。
  家からコンパスまでの道中も、ウキウキしながら 
  通っています。
・○曜日はコンパスの日、とカレンダーを見ながら
  いつも楽しみにしています。
・特性として行き渋りはあるが、活動中は楽しそう
  である。
・とても楽しみにしているようです。
・本の貸出があり、毎回楽しみにしているようです。
・息子はいつも教室に通うのを楽しみにしておりま
  す。
  いつもありがとうございます！
  おかげ様で言葉が増えたり、日常生活でのできる
  行動も増えてきているように感じます。

児童の動線を考慮して机や棚を配置するなど、わか
りやすい空間作りをしており、見通しを持った行動
に繋がるよう工夫しています。
児童が見通しを持って活動しやすいように、日々の
声掛けと合わせて環境を整え、今後も児童の安全の
確保に配慮してまいります。

アセスメントを適切に実施し、児童の状況と保護者
様のご意向を伺い事業所の客観的視点から支援計画
を作成しています。
・ご意見にある面談ですが、少なくとも6ヶ月に1
回以上、支援計画の見直しのためのモニタリングを
実施しております。
　保護者様のご要望があった際には、都度、児発管
との面談を設定させていただいています。
　計画についてだけでなく子育てについてのお悩み
やご相談やなどございましたら、お気軽にお声掛け
ください。

児童の発達状況や保護者様のご意向を踏まえ、ガイ
ドラインの示す支援内容から選択し、長期、短期に
分かれた具体的で分かりやすい支援計画を作成して
います。
・支援計画の作成後は、支援計画をご覧いただきな
がら保護者様に口頭で内容を説明させていただいた
うえで、同意のサインをいただいております。
　ご不明点はお気軽に問い合わせください。

季節感や社会の情勢等、常に新しい情報を活用しな
がら全職員が活発に意見を出し合い、活動プログ
ラムを立案し、バラエティ豊かな活動を立案して
います。
・生き物や、自然物に触れ合う取り組みを通して、
季節感を感じられるよう、また、優しい心を育てら
れるよう計画しています。
・また、感染予防をしたうえで、交通ルールを学ぶ
取り組みを企画するなど幅広い視野で立案した活動
をおこなっています。

日々の清掃や片付けで清潔を保ち、感染症予防のた
めに、机・椅子や教材なども消毒しています。
また室内換気、マスクの着用も徹底しておこなって
おります。

職員間で共通認識のもと、支援計画に沿った支援を
おこなっています。
児発管から支援内容について具体的な説明や指示も
出されており、会議等で職員間で相談しながら取り
組んでいます。

・お見込みの通り、コロナ禍のため、本来予定して
いた活動も自粛せざるを得ませんでした。
コロナ収束後には、保護者様のご意向を伺いながら
地域児童との交流の機会についても検討してまいり
ます。

連絡帳で悩みや相談が書かれているときは、面談を
お勧めし、不安を取り除くように図るなど家族支援
に努めています。
また、面談時にご家庭でも取り組める支援について
お話させていただいています。
・保護者様からのご要望があったときだけではなく、
こちらからも、気になる点やお話を伺いたい際には
面談のお声掛けをするように、より一層気をつけて
まいります。
・コロナ感染症予防の観点から保護者様の事業所へ
の入室にも制限を設けさせていただいており、当面
は講演会や、事業所にお招きしてペアレント・トレー
ニングを企画・運営することは難しいと思います。
　コロナ収束後には保護者様のご意向を伺いながら
企画を検討させていただきます。

日々の連絡帳や、面談・送迎時の会話を大切にし、
共通理解を深めて支援に繋げています。
・支援計画に沿った課題や、成長度合いについては、
面談などを通して今後より一層保護者様と情報共有
に努めていきます。
・現在コロナ禍においては、送迎が重なり、密となっ
てしまう時間帯もあるため、玄関先での口頭での
フィードバックが難しい状況となっております。
　しかし、気になられることやお悩み等は、お気軽
にお声掛けいただき、都度面談や家庭訪問等を設定
させていただければと思います。
　児童のできたこと、お困りごと、些細なことでも
都度、保護者様と共有していきたいと思います。

連絡帳や電話、送迎時、面談をおこない、子育ての
お悩みやご質問・ご相談に適切な回答・助言させて
いただくなどの支援に努めています。
・初回利用時は、療育中に動画を撮って保護者様に
お見せしています。
  療育中の様子は、細かく連絡帳に記載し、面談時
にご案内させていただきます。　　　

・お見込みの通り、コロナ禍のため、本来予定して
いた活動も自粛せざるを得ませんでした。
現在は個別対応となっておりますが、コロナ収束後
には、保護者様のご意向を伺いながら、保護者様同
士の連携、保護者様と職員間との交流の機会などを
検討してまいります。

保護者様とは、送迎の時間の会話や連絡帳での交流
を大切にし、また児童の状況や個々の特性に配慮し、
絵カードや必要なツールを使用して、わかりやすく
情報を伝えるよう配慮しています。

苦情窓口を定め、迅速かつ適切な対応ができるよう
に整備に努めております。
保護者様からご相談や申し入れがあった場合には、
解決に向けて迅速に対応し、全職員と情報共有を図
るように体制を整備しています。

契約時に契約事項とともに分かり易くご説明を行い
質問にもお答えしています。
契約時のみならず、いつでもご質問やご相談に対応
しています。

ガイドラインから当該児童に必要な支援を選択し、
「児童発達支援計画」を作成しています。
支援内容について、契約時や、担当者会議等の際に
説明を行い、同意を得ています。

公式WebサイトのブログやSNS、YouTubeなど
で情報を発信し、季節ごとに「お便り」を発行して
おります。
・保護者様によりブログやお便りに親しんでいただ
けるように今後も尚一層お知らせを継続してまいり
ます。

年間避難訓練計画を定め、定期的に地震、火災、風
水害、不審者等想定の避難訓練を実施しております。
今年度はコロナ禍もあり、職員間のみでの避難訓練
を実施することもありましたが、訓練実施後は必ず
入口の掲示にてお知らせしてまいります。　　　

多くの児童が「通所を楽しみにしている」との回答
が得られ、たくさんの保護者様から温かいメッセー
ジをいただき、職員一同とても嬉しく思っています。
今後も、COMPASSに通う楽しみを一人ひとりの
児童が見つけられるよう、児童の発達やお気持ちに
寄り添った支援に努め、できたことを一緒に喜んで
いけるような事業所作りに努めてまいります。　

多くのあたたかいお言葉、ありがとうございます。
　職員にとって大変励みになりました。
今後も保護者様や児童が安心してご利用いただけ
るように日々努力し、より良い支援、より良い環
境を目指して職員一同研鑽に努めてまいります。

個人情報の秘匿について、全職員が常に意識して業
務にあたり、その使用や処分に細心の注意を払い、
保管も鍵付きの書庫で保管しています。

各種マニュアルを策定し、事業所の目立つ場所に掲
示して保護者様にもご案内させていただき、定期的
な訓練も実施しています。

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
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