
　

　

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 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

90% 0% 0% 10%

・普段の活動を見ていないの
で
どれほどの人数と個性で混雑
しているのか分からないた
め。
・見学時に様々な部屋があり
活動スペースは確保されてい
る。

・活動毎に場所を変え
スペース、人員を確保している。

2 職員の配置数や専門性は適切である 70% 10% 0% 10%

・配置数や能力不足が感じら
れる事例があった。
・実際に見ていないので分か
らない。

療育内容に応じて、適切な配置
で支援してまいります。
また、研修参加等を積極的に行
い、職員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

#REF! 10% 0% 20%

・フロアに活動的な所、静かな
所が分けられていて良いと思
う。
・視覚や言葉で伝えることな
ど、環境作りにおいては家庭
でも参考にしています。

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。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

90% 0% 0% 10%
・清潔で無駄なものがなく、良
いと思う。

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

100% 0% 0% 0%

・モニタリング時に細かい
部分まで詳しく聞いていただ
い
ているので支援計画的確だと
思う。

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

80% 0% 0% 15%
・モニタリングを踏まえて、子
供の特性を含めた具体的な
支援内容になっている。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

85% 10% 0% 5%

・子どものペースに合わせた
支援をしていただいていると
思う。
・保護者の意向だけでなく子
どもの成長や発達をふまえた
上で支援を計画してくださって
いる。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

85% 5% 0% 10%

・工夫されているかどうかは
分かりかねる。
・予定表やイベント表、毎回い
ろいろな内容で季節感もあり
驚きます。
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9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障害のない子どもと活動する機会があ
る

40% 0% 35% 25%

・コロナの影響もあり、現時点
では機会はない。
・保育園に通園している為、
必要と思わない。

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

95% 5% 0% 0%・契約時に説明して頂いている。

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

90% 0% 0% 10%

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

30% 15% 40% 15%

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

90% 10% 0% 0%

・理解して頂いている事も多
いが職員間の認識が欠けて
いることがある。
・送迎時にその日の様子を聞
けて時には新しい発見もあり
有り難い。
・連絡帳を見るのが毎回楽し
み。

職員間での情報共有について、
強化してまいります。

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

70% 20% 10% 0%

・モニタリングの機会はある
が、
育児への助言等は受けたこと
がない。

ご相談いただいた内容につい
て、対応できるようにしてまいりま
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

15% 10% 50% 25%

・個人的にはあまり必要ない
と思う。
・コロナ禍で他のお友達や親
御さんを知らないので分から
ない。

・今年度初実施。

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

80% 20% 0% 0%

・利用日程の変更、オムツ等
のストックなどを対応して頂い
ているが、着替えストックやオ
ムツの残量などの把握が対
応しきれていないこともある。
・相談や申し入れは次の利用
日までには毎回、返事がいた
だけてスムーズで丁寧だと思
う。
・保育所等訪問があれば良い
と思う。
・丁寧にご連絡いただいてい
る。
・相談や申し入れをする体制
はまだ無いように感じるが、
事業所での行動を細かく報告
してくれている。

ご相談・ご要望頂いたことについ
て、迅速に対応と、職員間での共
有を徹底してまいります。
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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

95% 5% 0% 0%

・ＬＩＮＥを活用していて、情報
伝達やレスポンスは早く丁寧
で、とても連絡が取りやすい。
・できれば家でもどういった事
をすると良いのかも教えてほ
しい。

ご家庭での取り組みや対応につ
いて、必要に応じてお伝えしてい
けるようにしてまいります。

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

80% 10% 0% 10%

・月一のお便りで活動概要等
は把握できるが、施設側の自
己評価等は分かりかねる。
・時々、LINEで送っていただい
ている子どもの写真や動画は
どんな様子か知れて嬉しいで
す。
・活動内容や行事も多く計画
されていて報告や写真も定期
的に出していただいている。

施設の自己評価については、
ホームページ掲載いたします。

日々の様子について、これからも
定期的にお伝えしてまいります。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 90% 5% 0% 5%

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

55% 15% 5% 25%

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

65% 10% 0% 25%
・災害時の避難訓練場所を
教えてほしい。

避難の場所について、保護者の
方も分かりやすい方法で掲示致
します。

22 子どもは通所を楽しみにしている 75% 5% 0% 20%

・本人が楽しみにしているか
は把握できないが、(疎通を取
ることが難しいため)楽しめそ
うなイベントはたくさん行って
頂いている。
・帰宅時に子どもから「楽し
かった」と教えてくれる。

23 事業所の支援に満足している 90% 10% 0% 0%

・明らかに発語が増え、マ
ネっこや会話のやり取りが
少し出来るようになった。
・大変満足している。
・毎回、内容を細かく教え
て頂いている。

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度

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。


