
　

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

96% 2% 0% 2%

・教室はとても綺麗でいろいろな教材が整理し
て配置していて自宅でも参考にさせてもらってい
る。
・スペースはしっかりあると感じた。
・スッキリと無駄のない空間で広々しています。
・座学は問題なさそうだが、動き回るスペースは
人数に対して少し狭そうに感じる。
・活動に十分なスペースがあると思います。

2 職員の配置数や専門性は適切である 83% 0% 0% 17%

・先生方皆よくしてくれるが氏名がわからない時
があるのでひらがなの名札を着用してほしい。
・送迎時ドライバー以外に添乗スタッフがいて子
供を見てくれているのが良い。
・先生の人数が多くて安心。
・専門的なことはわからない。

利用児童さんの注意が逸れない
形でぜひ検討していきたいと思
います

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

90% 0% 0% 8%
・わからない。
・机や荷物置き場など子供本人に分かりや
すく設置されていると思います。

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

98% 2% 0% 0%
・わからない。
・いつも清潔なお部屋の印象を受けていま
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、児童発達支援計画が作成
されている

100% 0% 0% 0%
的確な課題を与えてくれているなといつも
思っています。

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

90% 0% 0% 10%

・的確な課題を与えてくれているなと
いつも思っています。
・詳しくはわかりませんが子供の状況
はお伝えし適切な計画をしていると思
います。
・本人に必要な支援内容をして頂いて
いると感じています。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

100% 0% 0% 0%
的確な課題を与えてくれているなといつも
思っています。

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% 6%

・毎回子どもの様子を見てカリキュラムを
臨機応変に変更していて良かった。
・段階的にレベルUPしたり、集中力が途切
れないように工夫してくれている。
・カードなど毎回実施され固定化のように
も見えるのでもう少し幅広くてもいいように
思う。
・毎回プログラムが少しずつ違っていて良
い印象があります。

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

40% 6% 17% 38%

・機会はあるのか？
・保育園に通っています。
・お願いする機会がなかったが、こちらが
依頼すればしっかり対応してくれると思っ
ています。
・まだ通い始めて日が短いのでわからな
い。
・本人は幼稚園に通っている為あえてこち
らの事業所でこのような機会は必要ないと
思っています。

・コロナ禍が落ち着けば検討して
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

96% 0% 2% 2% 丁寧に説明してもらった。

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

98% 0% 0% 2%

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

88% 4% 0% 8%

・困りごとがあればその都度相談できてい
る。
・まだ通い始めて日が短いのでわからな
い。
・家庭の中で出来る事を少し教えて頂いた
りして、少しずつ実践しています。
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環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

適
切
な
支
援
の
提
供

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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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

94% 4% 0% 2%

・毎回その日の活動内容や子供の様子を
丁寧に伝えてくれる。
・いつも様子をしっかり教えてくれて安心感があ
る。
送迎時に日ごろの活動内容や子供の様子を教
えてもらえ、親も毎回楽しみでした。
・その日にした事を先生が書いてくださった日報
を見て把握しています。
・活動報告は細かく頂いていますが、保護者か
らの相談や日ごろの些細な報告をする場面が
面談以外には難しいため家や園での様子を伝
えられるようなツール（メールや連絡帳のよう
な）があると嬉しい。
・毎回利用後にその日に行ったカリキュラムの
内容を説明して下さり安心しています。

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

96% 2% 0% 2%
助言は頂いていますが、少し親として残念
な気持ちになる時があります。

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

65% 10% 4% 21%

・あまり利用していないのでわからない。
・参加はしていませんが、お便りなどで見てはい
ます。
・コロナで参加していなかったのでわかりませ
ん。
・まだ通い始めて日が短いのでわからない。
・普段は保護者会等が定期的にあるそうですが
今はコロナ禍の為まだ参加はしたことがないで
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

92% 0% 0% 8%

・面談の際に丁寧に質問に答えてもらい安心で
きた。
・小学校に向けて強化すべき所、それに合った
アドバイスを頂けて助かった。
・コロナ療養の際など柔軟に対応してもらえた。
・いつも協力して頂いています。
・まだ通い始めて日が短いのでわからない。

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% 2% 0% 6%

・こちらからの相談にすぐに対応してくれて安心
感がある。
・大事なことは電話で伝えて頂けているので有
難い。
・電話だとかけられる時間が限られているので
メールでの連絡方法をお願いしたいが、可能な
のか？
・活動報告は細かく頂いていますが、保護者か
らの相談や日ごろの些細な報告をする場面が
面談以外には難しいため家や園での様子を伝
えられるようなツール（メールや連絡帳のよう
な）があると嬉しい。
・いつも丁寧に報告してくださりとても有難いで
す。
・こちらの相談事もきちんと聞いて下さり、意思
の疎通は出来ている方だと思います。

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

92% 0% 0% 8%

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 94% 0% 0% 6%

入所の際十分に説明して頂いているので
大丈夫だと思います。
・最初の説明の際に、十分に注意されてい
る旨伺いました。

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

75% 2% 2% 21%

・最初に説明頂いていたのかもしれません
が・・・すみません。
・入所の際十分に説明して頂いているので
大丈夫だと思います。
・詳しくわからないが、説明を受けた。

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

50% 4% 2% 44%

・入所の際十分に説明して頂いているので
大丈夫だと思います。
・避難訓練がいつ行われた当の情報がな
いため分からない。（本人も言わない）

22 子どもは通所を楽しみにしている 92% 6% 0% 2%

・行きたくないという日もあるが外で駄々をこね
ていてもうまく誘導してくれて助かっている。
・疲れているから行きたくないという日もありまし
たが帰ってくると「今日も楽しかったよ♪」とルン
ルンで帰って来ていました。楽しく通える環境に
感謝しています。
・生活の一部になっていると思います。
・まだ車のお迎えの日は嫌がりますが、自転車
で行く日は張り切って準備しています。
・いつも心待ちにしているようで家に送迎の車が
来る際ソワソワして嬉しそう。
・行くと楽しいと分かっているようですが行くまで
にまだ気持ちの波がある。
・毎回とても楽しみにしています。

23 事業所の支援に満足している 96% 4% 0% 0%

・いつもありがとうございます。
・コロナ対策としてのオンラインや自宅学習
のサポートが大変ありがたいです。
・とても感謝しています。今後ともよろしくお
願いします。
・満足しています。
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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。


