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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）  ：28人  回収数  ： 28 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 高松 Apple

令和 4年 2月 5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
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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。
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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

○ 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。

国の定める人員の配置基準は、事業所に児童発達
管理責任者と管理者を1名以上、児童10名まで
に職員2名、それ以上の児童が利用する際には、
児童5名につき職員を1名づつ増員するというも
のになっており、その基準を厳守しております。
児童をお預かりしておりますので、実務経験5年
以上の保育士も在籍しており、より良い支援につ
なげております。
　今回ご指摘いただいた「職員の名前や資格が不
明」というご意見については、急ぎ職員の名前と
資格の掲示、また職員の自己紹介の作成・配布を
検討してまいります。

国の定めた基準を充分に満たしており、集団活動
などは限られたスペースをうまく使うことで距離
感などを学べるようにしております。
利用人数については日によって変動がありますが、
今後も適切なスペースの確保に努めてまいります。

今後も、安心して心地よく過ごせる環境づくりを
心がけ、児童の特性や状況に応じた配慮に努めて
まいります。

今後も継続して、児童と保護者様のニーズを踏ま
えた計画の作成に努めてまいります。
また保護者様とのコミュニケーションを大切にし、
信頼をお寄せいただき、何でも相談していただけ
るような関係づくりに努めてまいります。

児童発達ガイドラインを踏まえて、具体的な支援
計画の作成に努めております。
ガイドラインについてはご説明いたしますので、
いつでもお声がけ下さい。

支援計画に基づいた活動プログラムで、繰り返し
何度でも、できるまで経験を積み重ねることが、
児童のできることを増やしたり、定着させていく
ために必要なことであり、成長に繋がります。
事業所では、保護者様とご相談させていただきな
がら、定着に向けて固定した課題を繰り返し継続
しながら、また同時にイベントや制作・集団活動
も取り入れて固定化しない課題も提示し、児童が
飽きないよう工夫しております。
　外で体を動かす機会については、児童数や職員
数を考慮しながら、感染予防を徹底したうえで近
隣の公園等の活用を検討してまいります。

児童の特性や課題、活動に合わせて空間の選択を
おこなっております。
　特にコロナ禍ですので、衛生環境には充分配慮
し、常に空気清浄機を使用しながらも定期的な換
気、また児童が使用する度に机、椅子、そしてご
意見にもありました玩具の除菌・清掃を毎日徹底
しております。

支援計画については、職員間で共通認識を図り、
支援計画に沿った支援をおこなっており、連絡帳
を通して保護者様にも活動の様子を詳しくお知ら
せできるよう努めております。
支援計画に沿った活動・支援は、今後も継続して
まいります。

コロナ禍の中、現時点では、外部との交流は控えて
おります。
同時に多くの児童は保育所・幼稚園等に通いながら
事業所を利用しておりますので、日常的に障がいの
ない子どもたちとの交流はできているのではと考え
ています。

　ペアレントトレーニングとは、子育てのスキル
向上を目的とし、子育てにまつわるお悩みの解消
へ向けた訓練を保護者様に体験していただきなが
ら習得していただくものです。
事業所企画のペアレントトレーニングに関しては、
コロナ禍でもあり開催できておりませんが、今後
自治体や専門機関のペアレント・トレーニングの
予定が公表された場合にはお伝えしてまいります。
事業所では家族支援という視点で送迎時や連絡帳
を通じて、常に子育てのお悩みや、お困りごとに
対しての助言に努めております。
今後も継続して保護者様に寄り添った支援に努め
てまいります。

送迎時の面談や連絡帳のやりとりを通じて事業所
での児童の様子を詳しくお伝えしたり、こちらか
らご家庭での様子を伺ったりすることで共通理解
に努めております。
今後も継続して、共通理解に努めてまいります。

保護者様のお悩みやお困りごとに対し、丁寧な対応
を心がけております。
今後も、保護者様に寄り添った支援に努めてまいり
ます。

ご意見にもある通り、今年度はコロナ禍のため、
保護者会は実施するに至りませんでした。
この事態の収束後には、保護者様のご意見を伺い
ながら保護者会・交流会などを検討していきたい
と考えております。

保護者様の状況、また児童の特性や状況に応じた
配慮を心がけ、意思の疎通や情報伝達に努めてお
ります。
　今回いただいたご意見を拝見し、大変申し訳な
い気持ちでいっぱいです。
保護者様のご指摘を真摯に受け止め、早速職員間
でも、今後の応対の改善について話し合いの場を
持ちました。
今回、当該職員が児童の成長の姿をお伝えしたい
という気持ちばかりが大きく、保護者様への配慮
に欠け、保護者様のお気持ちを傷つけてしまった
ことは申し訳もございませんでした。
が今回のご意見っで大切な保護者様の思いに気づ
かせていただきました。
今後そのようなことがないよう、言葉の使い方や
伝え方に十分配慮しながら保護者様の信頼を回復
し、より良い支援・より良い関係づくりに努めて
まいります。

苦情受付の窓口担当を置き、契約時にご説明して
おりますが、現在までに大きな苦情をいただくこ
とはありませんでした。
苦情やお申し入れをいただく際は真摯に受け止め、
日頃から職員間で共有できるよう事業所内で体制
も整え、迅速丁寧に問題解決に努めてまいります。

・今日はこんな様子でしたや、こんなことができ
  たんですと、常に教えてくれます。
  家で見たことのない様子も聞けたり、ありがた
  いと思います。
・幼稚園や家での様子をお伝えしながら、発達具
  合を共有できていると思います。
・いつも良く相談・助言を頂き大変助かっていま
  す。
・送っていただいた際、今日の様子や不安なこと
  に対してアドバイスしていただけたり、本当に
  ありがとうございます。

・困ったことなど、相談した時にアドバイスを頂
  けています。
・いつも良く相談・助言を頂き大変助かっていま
  す。
・おかげ様で家でも喃語の種類が増えたり、くつ
  下・くつ・ズボン・おむつ等ひっぱる、歯ブラ
  シを自分で持つなど、自分でしてみようという
  事が増えました。

・このコロナ禍の状況では、いろいろ難しいのか
  なと思います。
・コロナ禍で出来ないと思います。
・そのようなイベントや集まりがあるときは教え
  て欲しいです！
・今はコロナで難しいと思いますが、父母会等あ
  ればいいなと思います。
・まだ活動に参加したことはありません。

・いつもご配慮頂いています。

・訓練等が実施されているかは分かりません。

・訓練等が実施されているかは分かりません。

・家ではオムツという話をしていて、その日補助
  便座を使って大ができたと聞いて、おどろいた
  私に「この便座買えば家でもできますよ！」と
  言われた。
  家で努力していないと思われたようで、非常に
  悲しくなりました。
  踏み台も便座もありますよ！
  お迎えの時の雑談ですが、ささいな事で傷つく
  こともあるので気をつけてほしい。

・いろいろと制限はあると思いますが、ホームペー
  ジか YouTube 等で活動内容や様子が確認でき
  ると、より良いと思います。

・子供が利用している教室の専門職員の配置内訳を
  知らないので分からない。
・職員さんのお名前がまだ曖昧だったり資格の有無
  も分からないので、自己紹介のチラシや、通信が
  あると、より良いと思います。
・OTや STがいたら良いなと思います。
・誰が保育士やST・PT・OTなのかが分からない。
  なので、専門的な部分を聞きたくても聞くことが
  できない。

・集団活動時の家具の配置等、子どもの特性や年齢
  活動状況に対応していると思う。

・コンパスに行きだして、言葉がかなり増えました。
  子供も楽しみにしています。
・いつもどんな事をしたか教えてくれます。
  子供もコンパスに行くのを楽しみにしています。
・子どもの特性を理解し個別性のある計画が作成さ
  れていると思う。
  また、計画の見直しの際は先生と話し合いをする
  時間を設けて頂くことで、親の思いも反映されて
  いる。

・おもちゃは除菌をしているのか気になりました。
・いつ見ても整えられた空間にされており、安心し
  て預けることができる。

・外で体を動かす機会もあればありがたいです。
・これからも活動の内容が、どのような発達を促す
  のか確認・相談しながらすすめていければと思い
  ます。
・季節のイベントや制作はとてもありがたい。
  毎日同じような活動内容になっているように感じ
  るが、子どもの人数も多いため難しいとは思う。

・改めて聞いたことはなかったので、わからない。
・幼稚園に通っているので、その点は大丈夫です。
・集団での活動も、時々して頂いていると聞いてい  
  ます。
・まだ活動に参加したことはありません。

・保護者も参加できる機会があればいいなと思いま
  す。
・ペアレントトレーニングがよく分からない。

・2時間程の利用ならちょうど良いスペースです。
・子どもが自由に遊ぶスペースが、人数の割に少し
  狭いかなと思う。
・広すぎず狭すぎず、丁度良い空間であると思う。

今後も契約時には保護者様に分かりやすいよう、
丁寧な説明を心がけてまいります。

今後もガイドラインに基づく支援計画の作成に努
め、保護者様への丁寧な説明を心がけてまいります。

季節ごとのCOMPASSだよりや、ホームページの
ブログ、毎月の連絡帳カレンダーでは前月の活動の
様子や今月の予定などを、写真とともにお伝えして
おります。
今後も継続して情報発信に努めてまいります。
　ご意見にある当社Webサイトでの活動について
は全国の事業所が隔月で順番に活動をご紹介してお
ります。
また記録映像として一部の利用児童の様子が公式
Youtube チャンネルでご覧いただけますが、肖像
権の問題もあり公開できる型は限られております。
その分、連絡帳に掲載する活動報告を充実させてい
きたいと思いますのでよろしくお願いします。

避難訓練は火災、風水害、地震、不審者対応など様々
な想定で定期的に実施しております。
連絡帳のカレンダーで予定日をあらかじめお知らせ
し、実施した際の様子については事業所内に掲示し
たり、連絡帳のカレンダーを通して翌月お伝えして
おり今後も継続してまいります。

多くの保護者様から高い評価と温かいご意見をいた
だき、職員一同嬉しく拝見しました。
今後も児童が安心して心地よく過ごせる環境づくり
に努め、より良い支援で成長に繋がるように努めて
まいります。

多くの保護者様からご理解と好意的なご意見をいた
だき、職員一同とても励みになっております。
今後も研鑽を重ねて、より良い支援に努めてまいり
ますので、ご要望・お悩みごとなどいつでもご相談
ください。
児童や保護者様との信頼関係を築き、寄り添える事
業所を目指してまいります。

個人情報に関しては鍵付きの書庫に保管しておりま
す。
今後も個人情報は細心の注意を払って取り扱うよう
努めてまいります。

各種マニュアルは手に取ってご覧いただけるように
玄関の壁面に掲示しています
　訓練は年間計画に基づいて定期的に実施しており
保護者様には連絡帳のカレンダーで予定日と実施し
た時の様子をご紹介しており、今後も継続してまい
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か

・事業所に着いて靴を履かせて車から降ろすと、
  すいすいと、嫌がることなく建物の方へ歩いて
  いきます。
・時々別れ際泣くこともある。
  通所には慣れている。
・行きしぶりはないと思います。
・まだ、家から出発時泣いてしまったり、帰って
  から甘えん坊（いつもより抱っこをせがむ等）
  になることもありますが、先生に抱っこされて
  笑っていたり、課題等がんばってくれていると  
  思います。
  いつも本当にありがとうございます。
・グズる事もありますが「アップル楽しかった
  ね。」と言葉で伝えてくれることが見られるよ
  うになりました！
・COMPASS での活動にも慣れて、楽しんで勉
  強できていると感じます。
・今日行くよ！というと、うれしそうに準備して
  います。

・いろんな様子を教えてくれたり、送迎時の先生方
  の様子から、大切に見て下さっているのだと伝
  わってきます。
  連絡帳の内容からもこんなことをしてくれている
  というのがよく分かり助かります。
  いつも丁寧に関わって下さりありがとうございま
  す。
・活動内容について詳しく説明もあり、相談したこ
  とにもきちんと対応して頂いています。
・個別支援の内容はくわしく書いて下さってます
  が、時間もあれば座る時間が伸びた事がわかって
  良いなと思います。
・とても頼りにしており満足しています。
・育児の不安、子供の成長発達の不安等とても親身
  に相談に乗って頂きありがたいです。
  COMPASSでは今日どんなことをしたのかなと
  連絡ノートを見るのがいつも楽しみです。
  療育を経験させて頂ける事で、すこしづつ出来る
  事も増えてきました。
  いつもありがとうございます。
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