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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

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 100% 0% 0% 0%

屋外のスペースはもちろん、屋内も部屋数
があり、悪天候でも十分遊べるスペースが
ある

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 60% 10% 0% 30%
職員の数は十分だと思うが、専門性につい
ては保育時間の様子を見ていないので何
とも言えない。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化さ
れた環境※ⅰになっているか。また、障が
いの特性に応じ、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

70% 10% 0% 20%

入ると何がどこにあるかほぼ分かり、一人
でできることは自分で行動できると思う。ま
たイラストや個人のマーク等、子供にわか
りやすい工夫がされていると思う。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環
境になっているか。また、子ども達の活動に
合わせた空間となっているか

90% 10% 0% 0%
きちんと掃除もされていて、子供たちが動き
回っても危険がないように室内に片付けら
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※ⅱが
作成されているか

75% 5% 0% 20%

相談した内容であったり、日々お互いに子
供の様子を話していることが汲み取られた
内容になっていて、その時々の子供の姿も
よく見てもらえていると思う。

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
が設定されているか

70% 10% 0% 20%

児童発達支援ガイドラインの内容をきちん
と分かっていないので何とも言えないが、
職員の方と相談したり、こういうことがあっ
てどうしたらよいか、と話したことを反映した
内容になっているので不満に感じたことは
ない。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか 85% 10% 0% 5%

しっかり支援をしてもらえていて、送迎の際
に、きちんと報告してもらっている。

8
活動プログラム※ⅲが固定化しないよう工
夫されているか 60% 10% 0% 30%

日々、子供たちが考えた遊び、きせつに
合ったモノづくり等、子供が主体となり活動
できるよう見守ってもらっていると思う。

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障がいのない子どもと活動する機会（並
行通園等）があるか

20% 0% 20% 60% コロナの状況から難しいと思う。

10
運営規定、利用者負担等について丁寧な説
明がなされたか 90% 0% 0% 10% よく覚えていない。

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

75% 5% 5% 15% よく覚えていない。

12
保護者に対して家族支援プログラム（母子
通所等）（ペアレント・トレーニング※ⅳ等）
が行われているか

45% 5% 20% 30%
特にそのために時間を取って、ということは
ないが、何かあればすぐに相談できるとい
う安心感はある。

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

80% 20% 0% 0% 何か変わったことがあればすぐ報告があ
り、その後も様子を確認できている。

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か 65% 20% 5% 10%

・コロナで難しいが時間を取ってあると嬉し
い。
・懇談会があるし、相談できる環境だと思

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

30% 10% 30% 30% コロナの状況から難しいのかと思う。

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

95% 5% 0% 0%

相談したことについて、ほとんどの職員の
方に伝わっていて、注意して見てもらえて
いると思う。また、お迎えの際に子供の様
子なども細かく伝えてもらえている。

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か 85% 10% 0% 5% 特に不満を感じたことはない。

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

80% 10% 0% 10%

行事予定は紙面で詳しく説明があり、ホー
ムページで普段の様子も見ることができ
る。（定期的に、というのとは少し違ってい
るが）

19
個人情報の取り扱いに十分注意されている
か 80% 10% 0% 10%

お迎えの際、サインをする用紙が丸見え
で、個人情報が他人に見えているのが気に
なる。
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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を策定し、保護者に
周知・説明されているか。また、発生を想定
した訓練が実施されているか。

65% 5% 0% 30%

マニュアルにあるとは思うが、周知・説明に
なかったと思う。定期的に避難訓練はある
と思うが、欠席している時も多いので少し不
安がある。

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 80% 0% 0% 20% 同上

22 子どもは通所を楽しみにしているか 100% 0% 0% 0%
・いつも楽しみにしている
・体調や精神状態によって行き渋りはある
が、　　　　　おおむね楽しみにしている。

23 事業所の支援に満足しているか 80% 10% 5% 0%
満足している。子供が楽しく通えているの
が1番だと思う。

※ⅰ 「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわ
かりやすくすることです。
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・最近、幼児のうちから行う性教育の大切さを知り、関心があるが、なかなか自宅で教えることが難しい。子供の理解力の問題
　等あるが、プライベートゾーンや水着ゾーンなど、分かりやすく絵本などを用いて、今後少し性教育の分野も取り入れてもら
　えたら嬉しい。

・通所が楽しみで、普段の家でも通所のために頑張ってはやく着替えなどができるようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ⅳ 「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等
を学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得することを目標とします。

※ⅱ 「児童発達支援」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般
の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内
容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の
児童発達支援管理責任者が作成します。

※ⅲ 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特
性や課題等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。

【その他　ご意見】

・子供には挨拶をするが、親へ挨拶しないスタッフが数名いる。こちらから挨拶をしても無視される。教育する立場として、
　挨拶はきちんとしていただきたい。

・送迎の変更等はもう少し早く伝えて欲しい。「来週からいいですか？」というのは急すぎて、何故なのか詳しい説明もなかった
　ので戸惑った。

・コロナで保育参観等中止になってしまったが、普段過ごしている教室内での活動内容や子供の様子、よく接していただいて
　いる先生とお話できる機会があれば嬉しい。


