
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 81.0% 14.3% 0.0% 4.8% 0.0%

・園庭が狭い。
・それぞれの活動に応じた場所を確保できている
と思う。
・ちょうど良い広さだと思う。
・教室、園庭が狭い。遊具が少ない。古い。
・今のスペースだからこそ、目が行き届き、細かく
連絡がとれるのだと思う。
・限られた空間の中で工夫してくれていると思いま
す。
・教室は狭いと思うけど、ホールには十分スペー
スがあると思った。
・外の手洗い場がもう少し増えれば、子どもの待ち
時間が減らせそうな気がする。
・狭いと感じたことはありません。

園庭については、安全面等工夫しながら行事等
を行っています。遊具等についても使用時には安
全面に気を付けながら、見守りを行っています。
広さについては、規定に基づいた広さを確保して
います。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 76.2% 7.1% 2.4% 14.3% 0.0%

・職員が何の資格をもっているかわからない。
・目が行き届いていて、安心して子どもを預けられ
る。
・専門性は分からないが、人数は、満足している。
・言語療法など専門の療育もうけられたらいいと思
う。人数には満足しています。
・看護師さんがいる日はよく聞きます。重度クラス
はわかりません。
・人数には満足しているが、専門人員がいるかは
不明なところが不安。
・手のかかる子が多いので、先生の人数が少なく
負担が大きいと思う。
・専門的なことはわからないので、何とも言えな
い。
・ＳＴ（言語聴覚士）がいると嬉しい。
・理学療法士が来園した時に、特定のクラスだけ
ではなく、全クラス回って、見てほしい。
・10人の子どもに３人の先生が付いてくれるのは
手厚くありがたい。

人員配置基準に沿った職員確保をしています。
理学療法士については、現在業務委託契約（週１
回）で対応しています。
看護師については、週２日（４時間/日）で配置し
ています。
言語聴覚士につきましては、現在、専門機関への
紹介等させていただきますので、随時ご相談くだ
さい。

　                                                    　　　　　 保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園
　
　　保護者の方のご意見を踏まえ、運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に生かしていきます。　　　　　　　　配布枚数　５８枚、回答枚数　４２枚、回答率　７２．４％
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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

78.6% 4.8% 0.0% 16.7% 0.0%

・施設の中をしっかり見たことがないのでわからな
い。
・視覚や聴覚で分かりやすく伝えてくれているよう
に思う。
・子どもに伝わるような言葉づかいでクラスの先生
は、伝えてくれていると思う。
・時々わからない事がある様だが、本人がわかる
様に言葉を選んでくれている。
・子どもが毎朝のクラスに着いてからの支度を出
来るほど、本人にとって分かりやすい構造になっ
ていると思います。

年齢や障害の特性に応じた療育環境となるよう引
き続き配慮していきます。

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 90.5% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0%

・トレイを借りるといつもきれい。
・園舎内は清掃されていると思うが、建物の古さと
少し暗い印象。
・降園後、先生方が熱心にトランポリンなど片づけ
ているのを見た事があります。
・トイレや教室はきれいに掃除されているが、老朽
化が気になる。
・歴史ある建物だが、不衛生に感じたことは一度も
ない。

職員の毎日の清掃及び消毒に加えて、清掃業者
による床清掃や窓ガラス清掃を実施しています。
建物及び設備の老朽化については、優先順位を
立て計画的に修繕していきます。令和３年度は、
エアコン室内機ｵｰﾊﾞｰホールや古くなったトイレ
ブースの交換などを行いました。
今後も引き続き環境整備を行っていきます。

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、個別支援計画
※2が作成されているか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・本人に合った手の届きそうな計画がされている。
・モニタリングや面談で十分に時間を割いてくれ
ていると思う。
・面談で話をよく聞いてくれる。
・分かりやすく作成してくれる。
・個別の面談があるので大変助かっている。
・面談があり、その度に目標を立てて活動してくれ
ます。
・よく分析されていると思う。
・子どものペースに合わせ、細かく目標を立ててく
ださるので希望が持てる。
・面談で話し合って計画作成していただいていま
す。

予め、ご家庭で記入していただいたお子さんの、
「ポーテージ早期教育プログラム」を基に、日々の
様子やご父兄のニーズを考慮し作成しておりま
す。今後もご意見を伺いながら、作成を進めてい
きます。
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6

個別支援計画には、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

95.2% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0%

・よく話を聞いて頂き子どもに合った支援がされて
いると思う。
・ガイドラインを知らない。
・園での活動などでできるようになったことを踏ま
えて、こちらの要望とすり合わせながら、次のス
テップを示してくれる。
・家族の意見も入れながら、細かいところまで、見
てもらえている。
・一人一人を見てくれているんだと感じる。
・すごく細かく設定されているので、子どもに合っ
た支援がされていると思う。
・細かく支援内容が設定されていると思った。
・他施設の支援計画よりも細かく具体的。「取り組
み」「結果」の欄もぎっしり記入してあり、それを読
むと成長具合がよくわかるし、きちんと支援しても
らえたことがわかる。
・先生たちも一緒にその子の個性をのばそうと考
えてくださって活動できているのがすごくうれしい
です。

お子さんやそれを取り巻く家庭環境及び地域社
会環境を個別にお伺いし、より良い支援が受けら
れるように心がけていきます。

7 個別支援計画に沿った支援が行われているか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・無理のない目標を立ててくれ分かりやすい。
・面接ごとに計画がクリアできていると嬉しい。
・個別訓練の時間を設けて、じっくり子どものことを
見てくれる。
・1つずつクリアし、本人のペースに合わせてくれ
る。
・自分の子どもの特性に合った支援をしてもらえて
いる。
・順調に目標が達成されているので子どものペー
スに合っているのだと思う。

目標に沿った支援が行えているか、また、お子さ
んの様子によっては、途中で目標や支援方法を
見直す等、随時確認しながら関わるようにしてい
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 90.5% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0%

・毎日子どもに刺激のあるプログラムである。
・色々な活動を取り入れてくれている。
・毎回、違った内容なので、子どもの成長にもつな
がっていると思う。
・おたより帳を見ると毎日色々なことをしているの
が分かる。
・新しいことがたくさんで、本人に良い刺激経験に
なっています。何より楽しんで通えています。

活動内容はお子さんが慣れて楽しめるようになる
までは、固定して定期的に行うようにしています。
その後は、状況に合わせて工夫や発展できるよう
に取り組んでいます。
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9
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 16.7% 26.2% 21.4% 35.7% 0.0%

・新型コロナウイルス感染症の流行があり、本来の
活動ができず残念です。
・新型コロナウイルス感染症が落ち着いたら、再開
してほしい。
・コロナ禍で難しかったと思いますが、わいわいタ
イムで他のクラスと交流でき良かったです。

市内公立保育園と連携し、交流保育を予定して
おりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で
実施することが困難でした。次年度は交流機会を
可能な限り確保していきます。

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か 92.9% 2.4% 0.0% 2.4% 2.4%

・入園時に丁寧に説明してもらいました。
・入園時あったか忘れてしまった。
・入園前にしっかり説明してもらえた。
・わかりやすい説明で助かっている。
・入園する前もしてからもいつも丁寧で親切に説
明してくださる。

入園前に説明させていただいています。
今後もご理解いただけるよう丁寧な説明を心がけ
ていきます。

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「個別支援計画」を示しながら、支
援内容の説明がなされたか

88.1% 2.4% 2.4% 7.1% 0.0%

・ガイドラインがわからない。
・個人面談の時に詳しく説明してくださった。

ガイドラインにつきましては、厚生労働省の「児童
発達支援ガイドライン」をご参照ください。
「個別支援計画」の内容や職員の関わり方、評価
等は、個別面談にて説明させていただきますの
で、ご参加ください。
また、ご不明な点がありましたら、随時お伺いしま
すので、連絡してください。

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※4等）が行わ
れているか 54.8% 14.3% 9.5% 21.4% 0.0%

・ペアレント・トレーニングはないが、困ったことが
合った時、すぐ相談に乗ってくださる。
・トレーニングはないが、いつも保護者へ向けても
手厚くフォロー
・ペアレント・トレーニングの実施は聞いたことがな
い。
・トレーニング自体は分からないが、家族の体調
等を気にかけてくれる。

ペアレント・トレーニング等は取り入れていません
が、日常におけるクラス担任と保護者等間の「お
たより帳」や面談、電話での相談において、子ども
との関り方や適切な行動の促進などをお伝えして
いくなど、保護者等に対する家族支援を行ってい
ます。
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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 95.2% 2.4% 2.4% 0.0% 0.0%

・おたより帳である程度わかるが、担任の先生と
もっと話せたらよい。
・困った時は、すぐ対応してくださる。
・1日何をしていたのか、よくわかるように書いて
あって、ありがたいです。
・忙しい毎日の中で、いつも活動の様子などを細
かく報告してくれる。
・給食の食べた量や排便の有無も教えてくれる。
・ちょっとしたことも報告してくれるので、ありがた
い。
・おたより帳を書いてる先生とは出来ているが、そ
の事を同じクラスの他の先生に言うと通じてない事
が多々ある。
・栄養士さんから色々と丁寧に教えてもらい、とて
も助かりました。
・おうちでもどんなことをすればいいのか、など常
にアドバイスを下さるので助かります。先生達が
ちゃんと個性を理解して下さり、考えて伝えて下さ
るのが嬉しいです。

園での日々の活動をお伝えし、お子さんの成長
や課題について共有理解できるようにしていきま
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 97.6% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%

・おたより帳や送迎の際、多くの助言をいただき感
謝しています。
・面談で色々アドバイスをもらえて、気持ち的にも
助かります。
・おたより帳で気になっていることをすぐに聞けた
りするのでいいです。
・おたより帳の他、こちらの希望に応じて時間を割
いて対応してもらえていると思う。
・給食を拒否していたのに食べられる様になった
のは驚いている。（家では食べないことも多い）
・面談は１５分とかで少ないと感じる。
・常に寄り添っていただいているのを感じる。
・看護師さんから使用している薬について助言を
もらえて、ありがたかったです。

新型コロナウイルス感染症の影響で、希望者のみ
保護者面談等を実施しました。次年度は可能な
限り面談等を通じて育児支援を行っていきます。
なお、定期の面談以外でも、ご相談等がありまし
たら遠慮なくご連絡ください。

保
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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 26.2% 38.1% 19.0% 16.7% 0.0%

・新型コロナウイルス感染症の流行により、開催さ
れず、連携が取れず残念です。
・保護者会でまとめた情報などがもらえるのであり
がたい。
・新型コロナウイルス感染症の影響で難しいとは
思うが、同じ市内の保護者の方々と交流できたら
よいと思う。
・今の所、保護者同士のやり取りはないが、父母
の会からのお手紙は見ている。
・バス停が一緒の方しか知らない。
・コロナ禍で交流はなかなかできなかったと思う
が、書面や学校見学などできる限りのことを行って
もらいました。
・バス停が同じ人がいればいいが、いなければ完
全に孤立。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、書
面による保護者会等を開催しました。次年度は可
能な限り保護者会等を開催し、保護者同士の連
携を支援していきます。なお、卒園後もご相談等
がありましましたら遠慮なくご連絡ください。

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

92.9% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0%

・バスで寝てしまうことを相談した時、先生によって
寝た時間を教えてくれたり、しなかったり、対応が
バラバラだった。
・先生方は話しやすく、電話で話を聞いてもらえて
嬉しいです。
・1つ聞いたら１０で返してくれる印象です。
・少し聞きたいことがあっても、すぐ電話対応してく
れるのはありがたい。
・相談した際は、しっかり話を聞いて対応してもら
える。
・対応が迅速で不安に思ったことが一度もない。
・些細な相談にも快くのってくださり、また対応も
迅速だと感じます。
・とても相談しやすいです。

引き続き、おたより帳や電話、面談などで、いつで
も保護者等からの相談や申入れを受けた際に迅
速かつ適切に対応していきます。

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 95.2% 2.4% 0.0% 2.4% 0.0%

・先生同士情報共有してくれている。
・活動内容はもちろん、活動中の様子も日々報告
してもらえるのでわかりやすく、ありがたい。
・毎日のおたより帳から知ることができている。
・おたより帳と電話対応でありがたい。
・1人の先生に伝えたことが他の先生方にも伝わっ
ている。

職員間の情報共有を徹底して行っていきます。

保
護
者
へ
の
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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
無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応

　                                                    　　　　　 保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園
　
　　保護者の方のご意見を踏まえ、運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に生かしていきます。　　　　　　　　配布枚数　５８枚、回答枚数　４２枚、回答率　７２．４％

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

59.5% 19.0% 0.0% 21.4% 0.0%

・園からのお手紙で把握できている。
・毎月の行事予定をもう少し詳しく知りたい。芋ほ
りやハロウィンパーティーなどおたより帳で知ること
が多い。
・全く知らない。ホームページは古く、情報が少な
く感じた。
・ホームページをあることを知らなかった。
・ホームページが見づらく、文字がかぶっている場
所もあるので改善してほしい。
・ホームページは更新されていない様に感じま
す。これから入園を考えている方への発信にもな
ると思いますので、更新した方がいいと思います。
・芋ほりやハロウィンパーティーも行事予定として
入れて教えて欲しい。写真もほしい。
・その都度プリントで教えてくれる。

自己評価結果については、公式ホームページへ
掲載すると共にご家庭へ配布いたします。
また、公式ホームページは、今年度リニューアル
いたしました。わかりやすく、見やすいホームペー
ジとしていきます。

19 個人情報の取扱いに十分注意されているか 92.9% 2.4% 0.0% 4.8% 0.0%

・注意していると思う。
・注意されすぎている。もう少し参観日に写真ぐら
い取らせてほしい。
・不安に思ったことはない。

今後も引き続き、個人情報の取扱いには十分注
意していきます。

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。 83.3% 4.8% 2.4% 9.5% 0.0%

・あるかわからない。
・インフルエンザや流行病が出る度に手紙で通達
があり、細やかに行っていると思います。
・入園の時に説明を受け、毎日の体調チェックが
しっかりされている。
・感染症対策がしっかりしていて、新型コロナウイ
ルス感染症でも安心して預けられる。おかげで風
邪をもらてくることもなくなり、前よりも欠席が減っ
た。
・プリントやおたより帳で説明されている。
・感染症対応マニュアル等は、よくお手紙をいた
だいたり、説明がしっかりなされていると思いま
す。
・毎朝の健康チェックカードがあるので、安心して
子どもを預けられます。

安全対策マニュアルを策定し、子どもたちの安全
確保に加え、万が一の危機状況から迅速かつ安
全に避難できるようにしていきます。

非
常
時
等
の

の
説
明
等
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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
無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応

　                                                    　　　　　 保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園
　
　　保護者の方のご意見を踏まえ、運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に生かしていきます。　　　　　　　　配布枚数　５８枚、回答枚数　４２枚、回答率　７２．４％

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 88.1% 0.0% 2.4% 9.5% 0.0%

・やっているのかわからない。
・定期的に訓練をしてもらえているようなので継続
してほしい。
・毎月の行事予定に書いて頂けるとよいと思う。い
つ行われているのかは分からない。
・しているらしいが、おたより帳や行事予定には書
いていない。
・入園の際に説明を受けた。
・防災訓練はされているのですか・・・？？
・入園の際に防災頭巾も購入できたし、避難訓練
もあったので、大丈夫と安心している。

毎月１回防災頭巾をかぶり、震災や火災を想定し
ての避難訓練を行っています。また通園バス乗車
中の非常時に備え、バス避難訓練も実施していま
す。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 88.1% 9.5% 0.0% 2.4% 0.0%

・毎日登園するのを楽しみにしています。一度も
行きたくないと言ったことがありません。
・嫌がったことはない。
・園から帰ってくると、「楽しかった」と子どもが教え
てくれる。
・園での様子を家でもマネして行っていたり、踊り
を覚えていたり、楽しく過ごせていると思います。
・日程によって変わってしまう。
・最近、朝になると嫌がる時がある。
・楽しそうに行く時もあれば、行かないと泣き叫ぶ
時もあるので、なんとも言えない。
・出来ることが少しずつ増えてきて楽しそうに活動
している様に感じます。
・帰ってくるとその日にやったことなど楽しそうに話
してくれる。
・毎日バスが来ると笑顔になる。
・とても楽しんでいます！
・そう思います。更に笑うことも増え、表情も豊かに
なったと感じています！
・春先は毎日朝泣いて親と離れるのが大変でした
が、慣れてくると楽しみながら通えるようになりまし
た！！

より多くのお子さんが登園を楽しみにしてもらえる
ように、今後も改善を重ねながら園の質の向上を
目指していきます。
また、心配事などがありましましたら、遠慮なくご相
談ください。

対
応
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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
無回答 ご意見 ご意見を踏まえた対応

　                                                    　　　　　 保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園
　
　　保護者の方のご意見を踏まえ、運営における課題点及び改善すべき点を確認し、今後の運営に生かしていきます。　　　　　　　　配布枚数　５８枚、回答枚数　４２枚、回答率　７２．４％

23 事業所の支援に満足しているか 97.6% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%

・入園してからとても成長を感じています。適切な
支援にとても満足しています。
・先生方が根気強く熱心。
・先生方、給食を作ってくださっている方に感謝し
ています。
・通い始めてから、出来ることが少しずつ増えてい
くのを毎日楽しみにしています。これからもよろしく
お願いします。
・活動内容が色々工夫されて行われていて、あり
がたいです。
・細かく対応してくれる。
・生活リズムが整ってきている。
・とても満足しているし、とても感謝しています。い
つも有難うございます。
・毎日楽しんで通園できているのも先生方のおか
げです。ありがとうございます。
・大満足です。このような事業所があることはとても
心強く、先生方には感謝しかありません。
・子どもへだけでなく、親への配慮も細やかでとて
もありがたく思っています。
・愛児園に入園でき本当に良かったと思います。
もっと早くに入園を考えていたら、とよく思います。
・大変満足しています。特に給食を食べるように
なったこと。いつもありがとうございます。

アンケート結果を踏まえ、今後も支援内容の充実
に向け努力し、誠意ある対応をしていきます。

満
足
度

（注釈）
※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすることです。
※2 「個別支援計画」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な
　　支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支
    援センターの児童発達支援管理責任者が作成します。
※3 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特性や課題等に応じて柔軟に組み合わせて実施さ
　　れることが想定されています。
※4 「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得する
　　ことを目標とします。
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チェック項目 はい いいえ 無回答 改善すべき点を踏まえた改善内容、工夫している点など

1 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか 80.0% 10.0% 10.0% ・充分な広さを確保しており、遊具も整えています。

2 職員の配置数は適切であるか 40.0% 40.0% 20.0% ・人員配置基準を遵守し、適正な職員配置を今後も徹底していきます。

3
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

70.0% 10.0% 20.0%
・建物が古く設備も十分ではありませんが、子どもの状況に応じて、工夫して
行っています。

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

85.0% 10.0% 5.0%

・新型コロナウイルス感染症対策として日々、掃除や消毒を徹底して行ってい
ます。
・建物自体が老朽化してきているが、優先順位を立て計画的に改修等を行っ
ていきます。

5
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（目標設定と振り返り）に、広く職員
が参画しているか

55.0% 15.0% 30.0%
・人事評価制度を実施し、目標設定、達成度の評価を行い、業務改善に取り
組んでいます。

6 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか 45.0% 15.0% 40.0% ・第三者による外部評価は行っていません。

7 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか 45.0% 25.0% 30.0%
・コロナ禍の為、予定していた研修機会を確保することができませんでした。
オンライン研修が増加している為、オンラインで研修が受講できるよう対策を講
じます。

8
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析
した上で、個別支援計画を作成しているか

75.0% 0.0% 25.0%
・今後も保護者の方から丁寧に聞き取りを行い、個人々々に適した個別支援
計画作成に取り組んでいきます。

9
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを
使用しているか

70.0% 5.0% 25.0% ・「ポーテージ早期教育プログラム」を使用しています。

10

個別支援計画には、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

75.0% 0.0% 25.0%

11 個別支援計画に沿った支援が行われているか 85.0% 0.0% 15.0%

12 活動プログラムの立案及び内容をチームで行っているか 75.0% 5.0% 20.0%
・月に１回、各クラスの主任会議を行い、それを基に各クラスで活動内容を検討
しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 児童発達支援事業における自己評価結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園

　　職員の意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。

環
境
・
体
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チェック項目 はい いいえ 無回答 改善すべき点を踏まえた改善内容、工夫している点など

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 児童発達支援事業における自己評価結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園

　　職員の意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。

13 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか 80.0% 5.0% 15.0%
・他クラスとの合同活動を行うことにより、活動内容のバリエーションを広げてい
けるように取り組んでいきます。

14
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて個別支援
計画を作成しているか

80.0% 0.0% 20.0%

15
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や
役割分担について確認しているか

75.0% 10.0% 15.0% ・職員の配置人数の調整など必要に応じて行っております。

16
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返
りを行い､気付いた点等を共有しているか

70.0% 10.0% 20.0% ・毎日打ち合わせを行い、職員間で支援内容等の情報共有を図っています。

17
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげて
いるか

80.0% 0.0% 20.0% ・平準化を図り、わかりやすい記録にしていきます。

18
定期的にモニタリングを行い、個別支援計画の見直しの必要性を判断して
いるか

65.0% 5.0% 30.0%
・定期的にも行っているが、保護者からの相談や療育職員からの現状につい
ての悩みなどは、随時受付、その都度対応するようにしています。

19
障がい児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精
通した最もふさわしい者が参画しているか

65.0% 5.0% 30.0%

20
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を
行っているか

70.0% 0.0% 30.0% ・近隣４市の母子保健関係部門などと連携し、支援を行っています。

21
（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援してい
る場合）地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と連携し
た支援を行っているか

60.0% 10.0% 30.0% ・関係機関と連携した支援を今後も継続していきます。

22
（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援してい
る場合）子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか

55.0% 15.0% 30.0% ・子どもの主治医や協力医療機関等との連絡体制は整えております。

23
移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校（幼稚部）
等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか

75.0% 0.0% 25.0% ・該当児の保護者に情報共有について了承を得た上で行うようにしています。

24
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学部）との間で、支援内容等の
情報共有と相互理解を図っているか

80.0% 0.0% 20.0% ・該当児の保護者に情報共有について了承を得た上で行うようにしています。

支
援
の
提
供

関
係
機
関
や
保
護
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と
の
連
携
関
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チェック項目 はい いいえ 無回答 改善すべき点を踏まえた改善内容、工夫している点など

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 児童発達支援事業における自己評価結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園

　　職員の意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。

25
他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障がい者支援セ
ンター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか

50.0% 20.0% 30.0% ・他の児童発達支援事業所等と連携した対応を図っています。

26
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

30.0% 50.0% 20.0%
・新型コロナウイルス感染症の影響で交流機会を確保することが困難でした
が、次年度は、定期的に市内の公立保育園との交流機会を可能な限り確保し
ていきます。

27
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参
加しているか

65.0% 5.0% 30.0% ・所長職及び園長職が可能な限り参加しています。

28
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
ついて共通理解を持っているか

80.0% 0.0% 20.0% ・おたより帳で伝えきれない場合は電話にて対応しています。

29
保護者の対応力の向上を図る観点から、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）の支援を行っているか

50.0% 20.0% 30.0%

・ペアレント・トレーニングム等は取り入れていませんが、日常におけるクラス担
任と保護者等間の「おたより帳」や面談、電話での相談において、子どもとの関
り方や適切な行動の促進などをお伝えしていくなど、保護者等に対する家族
支援を行っています。

30 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか 75.0% 0.0% 25.0% ・入園に際し、わかりやすく丁寧に説明しています。

31
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「個別支援計画」を示しながら支援
内容の説明を行い、保護者から個別支援計画の同意を得ているか

75.0% 0.0% 25.0%

32
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要
な助言と支援を行っているか

85.0% 0.0% 15.0%

33
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士
の連携を支援しているか

60.0% 20.0% 20.0%
・新型コロナウイルス感染症の影響で、希望者のみ保護者面談等を実施しまし
た。次年度は可能な限り面談等を通じて育児支援を行っていきます。なお、定
期の面談以外でも、ご相談等がありましたら遠慮なくご連絡ください。
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チェック項目 はい いいえ 無回答 改善すべき点を踏まえた改善内容、工夫している点など

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 児童発達支援事業における自己評価結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園

　　職員の意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。

34
子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するととも
に、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切
に対応しているか

85.0% 0.0% 15.0%

35
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子ど
もや保護者に対して発信しているか

75.0% 0.0% 25.0%

36 個人情報の取扱いに十分注意しているか 100.0% 0.0% 0.0% ・規定に基づき、取扱いには十分注意しています。

37
障がいのある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をし
ているか

80.0% 0.0% 20.0%
・子どもに対しては、どうしたら伝わりやすくなるか、日々試行錯誤しながら取り
組んでいます。また、保護者に対しては、正しい情報が分かりやすく伝達でき
るかを考慮して手紙等の配布物の作成にあたっています。

38
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図って
いるか

40.0% 30.0% 30.0%

39
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、職員や保護者に周知しているか

80.0% 0.0% 20.0%
・安全対策マニュアルを策定し、子どもたちの安全を確保し、万が一の危機状
況から迅速かつ安全に避難できるよう努めております。今後は、マニュアルに
ついて、職員や保護者等へ周知していきます。

40
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を行ってい
るか

100.0% 0.0% 0.0%
・震災や火災を想定しての避難訓練や通園バス乗車中の非常時に備え、バス
避難訓練も実施しています。訓練終了後に会議を開催し、課題等を話し合い、
安全に避難できるようにしています。

41 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか 95.0% 0.0% 5.0% ・入園前に必ず確認し、在園中もその都度確認をしています。

42
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされて
いるか

100.0% 0.0% 0.0%
・食物アレルギーがある場合は、必ず医師の診断書を提出していただいていま
す。

43 ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか 100.0% 0.0% 0.0%
・同じようなミスを繰り返さないために、ヒヤリハットを回覧し情報共有していま
す。
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チェック項目 はい いいえ 無回答 改善すべき点を踏まえた改善内容、工夫している点など

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 児童発達支援事業における自己評価結果（公表）
公表：令和４年２月１０日
事業所名：君津郡市広域市町村圏事務組合　児童発達支援センター　きみつ愛児園

　　職員の意見を踏まえ、自己評価の結果を公表します。

44
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしてい
るか

65.0% 10.0% 25.0%
・園長職、障害児相談支援係長職、総括保育士（児童指導員）職に対しては、研修機会
を確保するなど、適切な対応を行っています。

45
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、
子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、個別支援計画に記
載しているか

70.0% 0.0% 30.0% ・身体拘束そのものを行わないように徹底しています。
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