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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
88% 12% 0% 0%

人数が多いと少し狭い。入口が窮

屈。

少し活動スペースが狭いと思う

お迎え時間が集中する際は、お母さま

にお声がけし

職員対応できるよう配置を検討します

2 職員の配置数や専門性は適切である 65% 12% 0% 23%

実際の活動を見ていないのでわからな

い

先生によって差がある

配置数は問題ないが、先生達の専門が

わからない（誰がどの資格を持っている

のか等）

保護者対応の差が出ないよう

研修やロープレを実施し

職員のスキル差の軽減に努めます

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

88% 0% 0% 12%

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%

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

96% 4% 0% 0%

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

92% 0% 0% 8%

本人の成長具合で内容を変更したり

と本人に合った支援内容を設定して

頂けていると思います

今後も保護者からのご意見・ご相談が

あった際は

迅速に職員周知を図り、早期対応に

努めます

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい

る
85% 8% 0% 8%

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% 8% 0% 8%

その日の担当者名の記載があると

いいなと思います。また取り組んだ

内容のチェックとは別にもっとわかり

やすい様子（動作、身体的、感情、

認知）のチェック項目があればよりわ

かりやすいと思います

毎回色々な課題のプリントがあり

色々取り組めていると思います

早速日報に記載を開始致します。

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
23% 12% 19% 42% コロナの影響もあってか交流はなされていないように見えた

お察しの通り、コロナ対策の一環とし

て

実施はしておりません
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保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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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
92% 8% 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

96% 0% 0% 4%

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
62% 23% 0% 15%

少なくとも私にはなされていなかった

家でできること等を具体的に教えて

もらえると取り組みやすい

現在の様子の聞き取りなど定期的に

説明の機会があるので安心です

なされていないと感じさせてしまった

事、大変申し訳ありません。

日々の報告だけでなく、具体的なアド

バイスを発信できるよう、職員皆で

心がけて参ります。

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

85% 15% 0% 0%

保護者からの事業所への子どもに

ついての気になったところを相談、伝

える表や

連絡帳があれば良いと思います

次回の日報の書式を策定する際には

保護者様からもご記入頂ける欄を設

ける旨

決定済みです。

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
85% 4% 4% 8% 定期的に、かどうかはわからない

最低でも半年に一回は実施しており、

適宜お電話等でも実施しておりますの

で、

皆様にそう実感頂けるように運営して

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
27% 19% 31% 23%

保護者会等の開催はなかったように

見えた

動画配信はあった

コロナ対策のため保護者会は実施致

しておりません。

動画配信のお手紙は定期的にお渡し

しております

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

77% 12% 0% 12%

・気になることを伝えるとすぐに対応

して頂け周知もされているので助か

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
92% 4% 0% 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

88% 0% 0% 15%

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 92% 4% 0% 4%

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

69% 4% 0% 27%

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
46% 8% 0% 46%

22 子どもは通所を楽しみにしている 81% 19% 0% 0%

幼稚園後だと疲れるのか行きたくない時

もあるようだが、行くと楽しめいてる。笑

いつも楽しく通っています

毎回楽しみにしておりお迎え時も楽し

かったのか、いつもニコニコしているので

合っていると思います

行き渋りがある際はすぐに保護者の方

と連携し

対策をとっておりますのでご安心下さ

い。

23 事業所の支援に満足している 88% 12% 0% 0%

始めて間もないのでわからない

皆さん明るく笑顔で接して下さり安心して

お任せできています

家では取り組めないことなど色々な課題

でして頂けるので満足しています

週１回にも通所にも関わらずマンスリー

レポートで詳細に様子をお伝えいただ

き、有難く思っています

ご満足いただけているとのコメント、

職員の励みになります。

有難うございます。
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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。
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