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1
子どもの活動等のスペースが十分に確保されて

いる
82% 5% 0% 14%

いつも整頓されていて十

分

にスペースが確保されて

いる

西日についてはブラインドを設置す

るなどの対策を検討中

2 職員の配置数や専門性は適切である 68% 18% 0% 14%

・見学をする機会がな

いので分からない

・言語聴覚士の方がい

ると助かる。

今後イベントなどの開催を行い、教

室内の様子が分かるようにする予

定

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

68% 5% 0% 27%
バリアフリーで配慮された

設備になっている
教室内はフラットになっている。

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

100% 0% 0% 0% 整理整頓されている。

カリキュラム後に教材や机などの消

毒を行い、換気を行っている。

危険な物は子どもの目のつかない

所に片付けている。

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%

子どもの課題を見つけて

支援してくれている

保護者面談などで意見を

行った際にすぐに反映し

て貰える。

送迎時や面談などで保護者様から

の要望を伺っている

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

82% 0% 0% 18%

その時々の子どもの状態

によってトレーニングや注

視する点を都度変えてく

れている

子どもの様子を話し合い、カリキュ

ラムの内容や集団、個別で取り組

むか等をその都度考えてカリキュラ

ムを組んでいる。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい

る
91% 5% 0% 5%

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫されて

いる
86% 5% 0% 9%

計画に沿った支援が具体

的にどのようなものなの

か分かりづらい時がある

同じカリキュラムにならない様にス

タッフでカリキュラムについての話し

合いを利用時間前に実施

個別支援計画の内容やご家族から

の要望を把握し、意図を考え、カリ

キュラムを組む様に取り組んでい

る。

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
18% 9% 27% 45%
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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
100% 0% 0% 0%

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

86% 0% 0% 14%

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
32% 5% 27% 36%

このような声掛けなどが

有効です等あれば教えて

欲しい

スタッフ間で子どものどの様な状況

の時にどんな対応をしたかを共有

し、保護者へ伝えられるように利用

時の様子をカリキュラム後に共有し

ている。

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

91% 9% 0% 0%

連絡事項には必ず返事

をしてくれるので共有でき

ている

送迎時に聞いた子どもの様子や保

護者からの話、メモなどはスタッフ

に共有し周知している。

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
55% 9% 5% 32%

周期が分からない

コロナ禍なので直接の面

談などは難しいと思う

コロナ禍で直接の面談を好まない

方もいるが、電話面談や書面で様

子をお伝えできる様に取り組んで行

く

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
14% 5% 50% 32%

コロナが落ち着くまでは

難しいかと思う

そういう機会があればと

思っている

世間のコロナ状況を把握しながら

開催できる状況であれば開催予定

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

95% 0% 0% 5%

研修などで知識の共有や

意見交換などスタッフ間

での共有をして貰えると

助かる。

相談したことがまだない

が、対応してくれると思う

全体研修へ参加し、知識向上を

図っている。

他校スタッフと連携を取り、沢山の

目線からの意見を聞けるようにして

相談などに対応できる様に取り組ん

でいる。

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
100% 0% 0% 0%

送迎時にいつも伝えても

らっている

普段の生活や今後入園

してから困っている事等

を随時相談、報告させて

頂きたい。

連絡ノート等で細かい動

作についての共有をした

送迎の際にその日のカリキュラム内

容や様子をお伝えしている。

保護者からの相談や共有しなけれ

ないけない情報はミーティングや朝

礼で共有している

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

73% 5% 9% 14%

毎月発行のマンスリーで

活動内容を報告してくれ

るので楽しみにしている。

個人向けマンスリー、園用マンス

リーを発行する

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 91% 0% 0% 9%

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

73% 5% 0% 23%

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
27% 0% 0% 73%

22 子どもは通所を楽しみにしている 100% 0% 0% 0%

とても楽しみにしている。

療育が休みの日はがっ

かりしているが全体を通

して笑顔が増えた。

子どもが楽しんて帰れるようにス

タッフも楽しみながらカリキュラムを

行うように心掛けている

23 事業所の支援に満足している 100% 0% 0% 0%

細やかに見てもらって

満足している

小学校からでも通える

施設を作って欲しい

コロナ禍で難しいとおも

うがイベントを開催して

欲しい。

イベントについては年に数回の

開催を予定している（コロナ状況

にもよる）
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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。


