① 子供の活動等のスペースが十分に確保されているか

③ 生活空間は、本人に分かりやすい構造化された環境になっているか。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。

はい 97.5%

いいえ 2.5%

はい 87.5%

・移転して、環境に恵まれていると思います。

軸ラベル

② 職員の配置数や専門性は適切であるか

どちらとも言

わからない

えない 2.5%

10.0%

・刺激を少なく、わかりやすく整備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か。また、子ども

はい 95.0%

わからない 5.0%

たちの活動人わせた空間となっているか。

はい 92.5%

どちらとも言え

・適切と思います。

ない 7.5%

・子どもが 1 人にならないように先生が見守ってくれている。
・専門知識を持つ職員がどれだけいるか分からない。
・手洗い場のタオルが濡れているのが気になる。
※事業所コメント①②について
説明会や保護者会を通して、説明を行いたいと思います。

・ゴミが落ちているのを子どもが触り、事故につながると思う。
・暖房があるが、床から冷えて寒く感じた。
・建物は古く感じる。
・いつもきれいで、また気候に合わせて室温調節され、快適です。
※事業所コメント③④について
整理整頓を行い、清潔を保ち、分かりやすい環境や活動しやすい空間を作って
いけるよう努めていきます。

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

⑦ 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか。

画が作成されているか。
どちらとも言え

どちらとも言え

はい 87.8%

ない 2.4%

ない 4.9%

はい 87.8%
わからない 4.9% 未回答 2.4%
わからない 7.3%

未回答 2.4%

・面談で、計画に沿った支援の結果こう変わったというのがわかりました。
・児童発達支援計画があるのを知らない。
・専門的な視点でよく見てくださっているのが伝わってきます。

※事業所コメント⑤⑥⑦について
子どもの課題・保護者の希望を踏まえて児童発達支援計画を作成したうえで、

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

職員間で共有・把握し、同じ支援をしていけるよう努めます。

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供の支援に必要な項目が適切に選択され、その上

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。

で、具体的な支援内容が設定されているか。
わからない 9.8%

はい 82.9%
はい 62.5%

どちらとも言え わからない
ない 12.5%

25.0%

どちらとも言え

未回答 2.4%

ない 4.9%

・いろんな活動をしてくださっているのが、毎日のファイルで具体的にわかりま
・うちの子の細かいところまで見てくれて親の私よりもよく知ってくれていま

す。

す。

※事業所コメント

・
「地域支援」というのがわかりにくいです。

個々の職員のスキルアップを目指し、プログラムの幅を広げるための研修等に
参加、開催していきたいと思います。

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。

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。

はい 26.8%

どちらとも言え

いいえ 22.0%

ない 19.5%

わからない
わからない

31.7%
はい 85.0%

12.5%

未回答 2.5%

・こういう機会があると嬉しい。
・今までそういった機械はなかったように思う。

・ガイドラインを知らないので比較できない。

・必要かどうかもわかりませんが…。

・家庭訪問や面談で、時間をかけて丁寧に説明してくださいました。

※事業所コメント
必要性や内容を精査して考えていきます。

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。

⑩ 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされましたか。
どちらとも言え
どちらとも言え
はい 92.5%

はい 82.5%

ない 10.0%

ない 5.0%
わからない 7.5%
いいえ 2.5%

・個別の相談に乗ってもらっている。
・入園前の説明会や、入園後の保護者会で説明がありました。
※事業所コメント
説明時には、丁寧な説明をするように心がけたいと思います。

・月 1 回母子通所があるので、子どもの様子がよくわかります。

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できているか。

⑮ 父母の会の活動の支援、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。

どちらとも言え
はい 95.0%

どちらとも言え
はい 67.5%

ない 2.5%

未回答 2.5%

ない 17.5%
わからない
いいえ 2.5%

わからない 2.5%

10.0%

・直接聞いてもらえるし、お便りノートで伝え合えている。

・保護者会が 1 度だけだったが、年に数回してほしかった。

・毎日ファイルで様子を伝えていただき、また何かあればその都度お話をしてい

・小さなたねの会の紹介はあったけど入会せず。今の保護者会は行事のための集

ただき、課題がよくわかります。

まりのような感じを受けます。
※事業所コメント

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。

保護者会活動の中に交流できるような機会や茶話会など行事以外での活動が
少なくなっているので、計画的に考えていきたいと思います。

どちらとも言え

はい 95.0%

ない 2.5%

⑯ 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、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、相談や申し入れをした際に
迅速かつ適切に対応されているか。

わからない 2.5%
どちらとも言え

・いつも話をよく聞いて支えていただき、関わり方をアドバイス適宜いただいて

はい 92.5%

ない 2.5%

います。
わからない 5.0%

※事業所コメント⑪⑫⑬⑭について
引き続きご家族の方の話を聞いたり、園の様子を伝えていくことで、共通理解
を深めていきたいと思います。その中で、アドバイスや助言をできる限り伝えて
いき、一緒に考えさせていただきます。

・相談したいことがある時はその都度対応していただいています。
※事業所コメント
相談や申し込みがあれば随時受け付けております。受付後は迅速に対応できる
よう努めます。

⑰ 子どもや保護者との意思疎通や情報伝達のための配慮がなされているか。

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか。

どちらとも言え
はい 92.5%

どちらとも言え
はい 92.5%

ない 2.5%

わからない 2.5%

ない 2.5%

未回答 2.5%

わからない 5.0%

・ファイルや掲示板、園の入口へ張り紙、電話など、細やかに連絡していただい

・していただいています。

ています。

※事業所コメント
個人情報の取り扱いへの更なる配慮を行ってまいりたいと思います。

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
か。

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・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されて
いるか。

わからない
はい 70.0%

どちらとも言え

17.5%

ない 5.0%
いいえ 5.0%

はい 79.5%
未回答 2.5%

どちらとも言え

わからない

ない 7.7%

12.8%

・ホームページ閲覧していないので知りません。
・毎月なのはなクラスだよりで、予定などよくわかります。
※事業者コメント⑰⑱について
お知らせが遅くなり、ご迷惑をおかけしている事もありますので、適切な時期
にお知らせしていけるようにします。

・それぞれのマニュアルは策定されているのでしょうか。

㉑

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他の必要な訓練が行われ

㉒

子どもは通所を楽しみにしているか。

ているか。
どちらとも言え
はい 95.0%
はい 95.0%

ない 2.5%

わからない 5.0%
わからない 2.5%

・今通っている保育所が大好きで楽しみかどうかわかりません。
・1 度参加した。

・とても楽しくて翌日なのはなへ行くのが楽しそうに行っている。

・地震・火災・不審者など避難訓練をされていると思います。

・朝どうしても親と離れるのが寂しくぐずるが、帰ってくると楽しかったと言っ
て帰ってくる。

※事業所コメント⑳㉑について

・とても楽しみにしています。

園で行っている避難訓練は、マニュアルに則って訓練を行っています。その都
度、上手くいかない所はマニュアルの変更をしながら、最善の対応をしていける

㉓

事業所の支援に満足しているか。

ように考えています。
周知や説明については、保護者会や通所開始時等で説明をさせていただき、共

どちらとも言え

通理解を図っていきたいと思います。

はい 95.0%

ない 2.5%
わからない 2.5%

・保護者も楽しいし、今で十分満足している。
・先生方にはいつも親身になって対応してもらっていて、とてもありがたく思っ
ています。満足しています。
・保護者への支援を十二分にして下さるので、ありがたいです。
※事業所コメント㉒㉓について
引き続き子どもたちにとっても保護者の方にとっても、安心してもらい楽しめ
る場所として、職員一同頑張っていきたいと思います。

