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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

るか

20人

(90％)

2人

(9％)
0 0

①大きな動きに向いてい

ない。②少し狭いと感じ

るが、子どもの活動に不

自由が生じていないよう

に見える。お迎えの駐車

場は狭いので不便。

省スペースでも行える運

動プログラムの充実を

図っていきます。駐車場

に関してはご不便をおか

けして申し訳ありませ

ん。近隣の駐車場も活用

して頂けると助かりま

す。

2
職員の配置数や専門性は

適切であるか

19人

(85.5％)

3人

(13.5％)
0 0

①実際に子どもが訓練を

受けている場面を見てい

ないので、専門性はよく

分からない。②年度替わ

りなどで人数の配置換え

があったかどうかが分か

らない。③求める個別訓

練内容に対しては適切と

思う。

利用児童数に対しての職

員配置は基準を満たして

おります。年度替わりの

配置換えがあった場合は

通信でお知らせ致しま

す。また、研修の充実等

により、職員の専門性を

一層高めていきます。

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

るか

22人

(100％)
0 0 0

活動スペースは目的に応

じてフレキシブルに利用

できる空間に見える。張

り紙などで情報伝達等さ

れている様に見える。

(字が読めない子には絵

などで説明があるのだろ

うと思う)

運動スペースと学習ス

ペースを分けるなど、構

造化された環境設定が出

来るよう配慮を行ってい

ます。情報伝達の手段は

声掛け以外に、絵カード

や身振りなどを活用して

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

間となっているか

22人

(100％)
0 0 0

ビルの部屋なので密閉性

が高いが、外の風を入れ

るなどで冬も換気される

と安心して預けられる。

現在はコロナウイルスの

関係で空気の入れ替えは

されていると思う。

感染症対策として定期的

な換気を行っています。

また、利用後の消毒作業

も引き続き徹底していき

ます。
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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

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か

22人

(100％)
0 0 0

個別支援計画作成時に

(案)の説明と保護者への

ヒアリングが行われてい

る。

今後も個別支援計画作成

時の説明と、保護者への

ヒアリングを丁寧に行っ

ていきます。

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

されているか

20人

(90％)

2人

(9％)
0 0

子どもの支援に必要な項

目と具体的な支援内容

が、児童発達支援ガイド

ラインの｢児童発達支援

の提示すべき支援｣のう

ち、どの支援内容か保護

者には分かりにくいの

で、ガイドラインと自分

の子どもの支援内容の相

関を示すものがあると良

い。

今後は支援計画の説明を

ガイドラインと照らし合

わせながら、より丁寧に

行なうように致します。

7
児童発達支援計画に沿っ

た支援が行われているか

22人

(100％)
0 0 0

毎回活動内容と子どもの

様子がLINEで報告され

ている。

児童発達支援計画の内容

は職員全員で共有し、療

育に繋げております。

8

活動プログラムが固定化

しないよう工夫されてい

るか

21人

(94.5％)

1人

(4.5％)
0 0

①｢固定化｣がよく分から

ない。②季節感のあるも

のに見える。子どもの発

達の段階に合わせて考え

られている。

発達段階などを見極めな

がら、色々な活動が提供

できるよう努めていま

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

る機会があるか

18人

(81％)

2人

(9％)
0

2人

(9％)

のだ山幼稚園との繋がり

がある。

利用児童は、皆さん園に

通いながらポレポレを利

用しています。園での様

子を聞くこともお子さん

の成長を感じる材料と

なっています。

10

運営規程、利用者負担等

について丁寧な説明がな

されたか

21人

(％)

1人

(％)
0 0

活動の初年度には説明が

あった。今年は継続なの

で特にない。

契約会議の時にご説明し

ております。

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

なされたか

21人

(94.5％)

1人

(4.5％)
0 0

ガイドラインについて理

解が浅いので評価が難し

い。

支援計画の説明の時にガ

イドラインと合わせて分

かりやすくお伝えするこ

とに努めます。

適

切

な

支

援

の

提

供

保

護

者

へ

の

説

明

等



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

12

保護者に対して家族支援

プログラム（ペアレン

ト・トレーニング等）が

行われているか

15人

(67.5％)

2人

(9％)
0

5人

(22.5％)

イライラ時の子どもの自

傷行為を軽減するため

の、子どもの接し方やト

レーニング法の説明が

あった。

家庭支援も視野に入れた

情報発信に努めます。

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

22人

(100％)
0 0 0

①細かいLINEでの子供

の様子毎回ありがたく思

います。②面談時家での

様子を伝えると、丁寧に

メモを取りそれに対して

の活動が提供され、本当

に子どもの事をよく見て

もらえている実感があり

ます。③活動内容の報告

があるので、課題が残る

点も理解出来る。

今後も子どもの様子や活

動状況等の情報を共有で

きるように致します。

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

いるか

20人

(90％)

2人

(9％)
0 0

個別支援計画作成時、面

談が行われる。

支援計画を元に半年に1

回以上面談や会議を実施

しております。

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

が支援されているか

4人

(18％)

3人

(13.5％)

6人

(27％)

9人

(40.5％)

①質問内容が分からな

い。②コロナの影響もあ

り、保護者同士の繋がり

は無い。③幼稚園にて父

母の会の活動を行ってい

るため、事業所では参加

していない。④親として

子供にとっていい選択を

しているのか等思い悩む

ことが多く、通所者同

士、そんな会話が出来る

場があれば良かったなと

思います。

保護者同士の連携支援は

現在実施できておりませ

ん。今後、検討していき

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

ているか

21人

(94.5％)

1人

(4.5％)
0 0

対応の体制表のようなも

のが、分かりやすく保護

者の手元にあるとより相

談しやすいと思う。

重要事項説明書に記載し

ていますが、今後は、連

絡や相談時の申し入れ先

が分かりやすいように通

信等でもお知らせ致しま

す。

保

護

者

へ

の

説

明
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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

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か

22人

(100％)
0 0 0

LINEが利用でき、報告

を楽しみにしています。

個人情報の取扱いに細心

の注意を行いながらやり

とりをさせていただいて

おります。WEBでの連

絡機能を活用し、パス

ワードを保護者に設定し

てもらうことで安全に連

絡をとり合っています。

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

いるか

22人

(100％)
0 0 0

毎月の活動日がカレン

ダーで示されている。行

事予定などの連絡をかね

てある。

月１回の頻度で通信を発

行しております。自己評

価の結果は、学校法人道

徳学園のホームページで

ご確認することができま

す。

19
個人情報の取扱いに十分

注意されているか

21人

(94.5％)
0 0

1人

(4.5％)

写真等は取り扱いの注意

がなされている。

個人情報の取扱いに細心

の注意を行っておりま

す。

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

れているか

12人

(54％)

2人

(9％)
0

8人

(36％)

①感染対応マニュアルに

ついては知らない。②実

施の様子が分からない。

また、あまりホームペー

ジを見ることが無いので

どのようなマニュアルが

策定されているかは知ら

ない。③実施してくだ

さっているのは充分あり

がたく思っています。

マニュアルを作成してお

りますが、ご利用者に説

明する機会を今後検討い

たします。

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

ているか

10人

(45％)

3人

(13.5％)

1人

(4.5％)

8人

(36％)

子どもに聞いた範囲で

は、訓練はやったことが

無いような返事であっ

た。

利用者全員、地震、火

災、津波、不審者等の避

難訓練を年3回実施して

おります。訓練を行なっ

た後は、通信等で様子を

お知らせしております。

満

足

度

22
子どもは通所を楽しみに

しているか

21人

(94.5％)

1人

(4.5％)
0 0

①時間帯が調節できると

ありがたい。お友達と行

ける日は楽しみ。苦手な

プログラムがある日はの

り気でない。②子どもは

楽しいと言っている。

楽しいと感じてもらえる

ようなプログラムを今後

も準備していきます。園

児や小学生が利用する多

機能事業所のため、時間

帯が制限され申し訳あり

ません。

保

護

者

へ

の

説

明

等

非

常

時

等

の

対

応



チェック項目 はい
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満

足

度

23
事業所の支援に満足して

いるか

22人

(100％)
0 0 0

①活動内容を詳しく知ら

せてくれ、安心して通わ

せることが出来ている。

期待以上の内容の活動で

大変感謝している。②自

分の子どもがより理解出

来るようになって満足。

また、支援の目的とされ

ているものが達成できる

と子どもの成長も感じら

れる。

今後もひとりひとりに合

わせた支援を提供できる

ように、計画や評価を丁

寧に行います。

〇この「保護者等からの児童発達支援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。


