
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

24人 1人 3人

活動的。どのような形になって
いるのか写真などがあればと
思いました。毎月のおたよりに
載っている写真などを見て十
分に確保されているように思
います。気が散らない程度の
広さだと思う。

必要に応じて検討します。

2 職員の配置数や専門性は適切である 26人 2人

先生方はしっかりと子供たち
に寄り添ってみてくださってい
ると感じます。専門性について
わかりません。先生方の人数
が多く、手厚く優しいです。適
切だと思います。先生からの
フィードバックから目が行き届
いていると感じます。

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

23人 2人 3人

内部の簡単な図や写真等が
あればイメージもしやすいか
なと思います。視覚からの情
報が強い傾向にあるので、目
で見てわかるような工夫が
色々してあって良いと思いま
す。数回通えば、子供が把握
できる環境下にあると思う。

必要に応じて検討します。

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

28人

きれいで過ごしやすそうだと感
じます。建物は古いがきれい
だと思います。整理されている
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

28人

子供の得意不得意をしっかり
と見てくださり、保護者の希望
も聞いてくださった上で適切な
計画表を作ってくださいます。
先生がしっかりとお話を聞い
てくれて、その上で考えてくれ
ているのがわかります。支援
して欲しい所や課題が反映さ
れていると思う。

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

26人 2人

子供の成長に応じた支援内容
だと思う。親は先をみてしまい
がちだと思いますが、子供が
楽しく過ごせる程度で考えてく
ださっています。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

28人
長い目で見て支援してくださっ
ていると思う。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

28人

飽きがこないよう、様々な工夫
をして新しいプログラムを提供
してくださり子供も楽しんでい
るようです。いつも楽しいプロ
グラムで話を聞くのも楽しみで
す。毎日色々なことをやってい
て工夫もたくさんしてくれてい
ます。いつもいろんな遊びやプ
ログラムをしてくださる。

事業所名　　ｆ.あんどら　　　　　　　　　　　　　　　　 　保護者等数（児童数）　　30人　　　回収数　　28人　　　割合　93　　％

環
境
・
体
制
整
備

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）



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

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

3人 2人 3人 20人

コロナも心配ですし、特に今は
他所との交流は必要ないかな
と思います。交流があったか
は子供から聞いていない。課
外活動等でかかわる機会はあ
ると思う。深く関わる機会はあ
まりないと思う。

必要に応じて検討します。

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

27人 1人

説明はしっかりとしていただき
ました。書面という段階では記
入見本があればありがたいで
す。

必要に応じて検討します。

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「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

25人 3人

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

18人 3人 1人 6人

いつも丁寧に話を聞いてくださ
りアドバイスをいただけます。
〇〇ができるようになったから
家で××みたいな取り組みを
してみて下さいと言ってくださ
います。声のかけ方等、実践
を踏まえた上で教えてもらえ
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

27人 1人

お迎え時、当日の様子を細か
く教えてくださいます。モニタリ
ングも楽しみにしています。通
園先の悩みを聞いて頂き、通
所時の様子も詳しく説明してく
ださいます。口答でも連絡帳
でも丁寧に教えてくださってい
ます。毎日色々な出来事を教
えてもらい何ができるように
なったかなどを共有して次に
つなげられるようにしてくれま
す。話せる環境を整えてくれて
とてもよい。活動内容を詳しく
教えてくださり目が行き届いて
いると思う。お家での様子も聞
いてくださる。

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

27人 1人
半年に一度モニタリングがあ
りメールなどでも相談にのって
いただき助かっています。

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

14人 7人 4人 3人

イベントがとても多く、親子で
毎回楽しく参加させていただ
いています。送迎の際に顔を
合わせる程度ではあるが挨拶
や会話は行えています。保護
者会はないが遠足などのイベ
ントを開催してくれるのでそこ
で話せる。
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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

27人 1人

毎月、相談用紙を配布してくだ
さいますし、それ以外でも悩み
事を丁寧に相談にのってくだ
さるので安心感があります。と
ても丁寧に対応していただけ
ます。とても丁寧に親切に対
応してくださる。お茶を全く飲
まずに帰宅した時、心配にな
りました。昨年度も同じことが
あり改善されましたが、今年度
もあったので周知して対応し
て欲しい。親身になって応えて
くださる。レスポンスは速いと
思う。毎月配布される用紙に
相談等書ける機会があるので
聞きたいことが聞ける体制に
ある。

迅速に周知、対応を心がけ
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

26人 1人

連絡ノートにお願い等記入し
ましたが、2回目の記入でお話
があった。連絡ノートで毎回支
援内容等からわかりやすく、こ
ちらも相談や意見が言いやす
い。

連絡ノートへの対応は迅速
に対応していきます。

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

26人 1人

毎月の会報を読むのを楽しみ
にしています。ＨＰやおたより
楽しく拝見しています。活動中
の写真や動画などが見れると
もっと嬉しいです。子供の活動
の様子がわかるのでよい。毎
月の会報やブログで子供の活
動の様子が見ることができ、
テーマやねらいがわかりやす
く楽しみにしています。

必要に応じて検討します。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 23人 2人
わからないがされていると思
う。

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

18人 1人 8人
されていると思います。緊急時
にマニュアルはわかりやす
かったです。

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

10人 1人 1人 15人

22 子どもは通所を楽しみにしている 26人 1人

とても楽しみにしています。笑
顔で先生のもとへ駆け寄った
り自分から部屋に入って行く
姿を見ると事業所の先生方の
ことが大好きなことがよくわか
ります。毎回楽しんでいます。
お友だちというものを知って
色々な世界がひろがったよう
です。通所の準備を自主的に
手伝ってくれてニコニコしなが
ら通所しています。最初から
行き渋りなく通っている。

23 事業所の支援に満足している 27人

丁寧に見ていただけて嬉し
いです。小さい頃よりお世
話になり感謝しています。
安心できる先生方ばかり。
子供も安心できると思う。と
ても満足しています。野外
活動の回数を増やして欲し
い。親の気持ちも汲み取っ
て下さり、子供も満足で助
かっています。

できることを検討します。
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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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