令和 2 年度 児童発達支援評価表

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、

① 子供の活動等のスペースが十分に確保されているか

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 94.6%

どちらとも言えない 5.4%

どちらとも言えない 2.7%
はい 91.9%
わからない 5.4%

・教室・ホール・園庭ともあり、中でも外でも活動できるスペースがあるなと感
じている。

・場所が決められていたり、視覚で分かりやすかったりするので、本人も分かっ

・教室も広く子ども達が活動しやすくていいと思う。

て生活できているよう。

・運動場をもう少し広く取れたらなと思った。

・写真や絵を使って活動内容を教えることは、分かりやすいと思う。

・飽きないような工夫があった。

・バリアフリーなどは分からないが、私たちは過ごしやすかった。

・外も室内も十分なスペースが確保されている。

・本人に分かりやすい構造化された環境になっている。

② 職員の配置数や専門性は適切であるか

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
たちの活動人わせた空間となっているか。
どちらとも言えない 5.4%

はい 89.2%

どちらとも言えない 7.1%

わからない 5.4%

はい 85.7%
わからない 7.1%

・児との関わり方をその時その時に考えてくれ、接し、またこちらにアドバイス
ももらっている。

・きれいにしてくれていると思うし、子どもたちにとっても活動しやすい形をと

・急に児童が増えたが、しっかりと関わってもらえた。

ってくれていると感じる。

・適切だと思う。

・床暖房をつけてくれたことで、冬場は足元が温かくていいです。手洗い場がも

・先生によって意見が違う時があると思う。

う少し明るいといいかなと思う。
・床もきれいになってコロナ対策もできていた。
・清潔で安全に過ごせる環境になっている。子どもたちの活動にも合った環境に
なっている。

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。
どちらとも言えない 5.4%
はい 89.2%
はい 97.4%

わからない 2.6%

わからない 5.4%

・こちらのニーズをくみ取ってくれた上で、計画を作って下さっていると思う。

・本人にとって必要な所を計画してくれているので、それに重きを置いてくれて

・しっかり関わってもらえた。

接してくれている。

・されていると思う。

・その子に合わせたていねいな保育ができていると思う。
・適切に関わってもらえた。
・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。
どちらとも言えない 2.7%

はい 91.9%

どちらとも言え
ない 8.1%

はい 78.4%
わからない 18.9%

・状況に合わせて、次の課題が見えたらそれも考えてくれている。
・今何が本人にとって必要か、優先すべきかも踏まえた上で計画を設定してくれ

・内容が明確化されているのかもわかりづらい。

ていると思う。

・季節に合った活動をしていて子どもも楽しそうにしている。

・具体的に支援内容が明確だったか分からないが、しっかり関わってもらえた。

・家ではできない事がたくさん経験できた。

・適切に選択され、具体的な支援内容が設定されていると思う。

・毎回違う活動プログラムになっている。

・ガイドラインを読んだことがないので判断できない。

・いつもする事が楽しくて今日は何かなとワクワクしていた。

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。

どちらとも言えない 16.2%
はい 18.9%

わからない

いいえ 27.0%

37.8%
はい 89.2%

どちらとも言えない 3%
わからない 8.1%

・今回は、コロナ禍であったので分からない。
・コロナ禍という事もあり、今のところはそのような機会はあまりないのかなと

・計画を示し、必要に応じて次の課題や大切にしていきたい所も交えながら面談

思う。

時などに説明を受けている。

・交流を見たことがない。

・しっかり関わってもらい、子どもは園を楽しめていた。

・散歩等で、地域の子との触れ合いがある時もあるのかな…？

・説明して頂いた。

・コロナの影響もあるかと思うが交流はなかったように思う。

・支援内容計画は紙面で行われているけど、面接みたいに直接話す機会があれば

・まだ数ヶ月なので、他の園と関わる事がなかった。

いいなあと思った。

・まだ通所して 1 ヶ月なので分からない。

・丁寧に相談にも説明もしてくれていた。

・機会の有無は分からないが、母子通所でもそのような機会があればよいと思う。

・ガイドラインを読んだことがないので判断できない。

・コロナの関係で交流はできないのでは?
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。
はい 83.3%

どちらとも言えない 2.7%
はい 94.6%

どちらとも言えない 8.3%
わからない 8.3%

わからない 2.7%

・まだ本人の持っているものがはっきりしない所もあるが、こんな所がある、そ
・説明してもらった。

の時の対応、アドバイスをもらっている。

・説明など分かりやすく質問もしやすかった。

・家での関わり方などアドバイスもその都度もらえて良かった。

・丁寧に説明して頂いた。

・行われていると思う。
・今年 1 度だけだったけど勉強会があり、とても勉強になった。機会があればま
た参加したい。

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。

・保育士さんからの育児のアドバイスを頂き、「こうすればいいんだ」と役立っ
ている。
・アドバイス等分かりやすく的確だった。

はい 97.3%

どちらとも言えない 2.7%

・細かくその場その場で助言等してくれている。
・改めての事なども丁寧で嬉しいです。

・日誌を通して、園での様子を知ったり、気になる所があれば相談もしている。
今、園で関わる上で何に一番気をつけているか、気になる所など簡単でいいので
定期的に（月 1 とか）知る機会があればいいなと思う。

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。

・連絡帳に出来事を詳しく書いて頂いたり、必要であれば送迎時に直接話をして
どちらとも言えない 13.5%

教えてくれる。

わからない 10.8%

はい 67.6%

・ノートでのやり取りしかない母親にとってお迎えの時間でしか聞けない事し
れない事がある。その時間が確保されていないため、課題の共通理解は難しいと

いいえ 5.4%

無回答 2.7%

感じる。

・コロナ禍という事もあり、そういった機会が今はない。

・自分の子が苦手な事が知れて、こうするようにとアドバイスももらっている。

・コロナの為に保護者会等はないが、LINE などで連携がとれている。

・相談等しやすい。過ごしやすかった。

・今はコロナで会の集まりは出来ていないが、伝達は出来ている。
（LINE など）

・日頃から細かく伝え合えているので共通理解できていると思う。

・コロナの影響もあるかと思うが、保護者同士で連携をとる機会があまりなかっ

・こうした方がこの子の為になると教えてくれるので接し方等勉強になった。

た。
・父子通園は普段の園での様子が分からない父親からしたら、ありがたいし、父
親も楽しかったそうで、続けてほしいと思う。

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。

・コロナで無理だったが、たくさんのお母さんの意見は聞けた。
・まだ通所して 1 か月くらいなので保護者会等の参加はない。

はい 94.6%

どちらとも言え
ない 5.4%

・日誌を通して、園での様子を知ったり、気になる所があれば相談もしている。
今、園で関わる上で何に一番気をつけているか、気になる所など簡単でいいので
定期的に（月 1 とか）知る機会があればいいなと思う。

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

・されている。

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。
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
わからない 0.0%
はい 94.6%

無回答 2.7%

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。
どちらとも言えない 13.2%

・相談や質問などについては適切に対応してくれている。日々の流れで、こちら

無回答

はい 73.7%

5.3%

が中々時間がなかったり、どのような事を聞けばよいのだろうと初歩的な所が分
からなかったり迷ったりはある（こちらの問題だが…）
。

いいえ 2.6%

・連絡帳に描いたこと、直接話したことは 1 人の先生だけでなくクラスの先生皆

・聞きたい事を聞きやすかった。

で共有し話を理解してくれていた。

・運動会等できる中で楽しめた。

・質問はその都度時間をもらえて対応してもらえた。

・発信されている。

わからない 5.3%

・迅速かつ適切に丁寧に対応してくれている。
・悩んだ時別室で話を聞いてくれとても救われた。
⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか。
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。

はい 91.9%

どちらとも言えない 5.4%
はい 91.9%

無回答 2.7%

無回答 2.7%

・気になる事はなかった。
・注意されていると思う。

・もう少し一日の子どもの様子・困り事などを伝えてもらえる時間があれば…と
思う。
（こちらから聞かないと伝えてもらえない事が多い）
・おたよりノートで分離の時の様子や活動など、細かく書いてくれて分かりやす
い。
・連絡帳に描いたこと、直接話したことは 1 人の先生だけでなくクラスの先生皆
で共有し話を理解してくれていた。
・おたよりノートも分かりやすく記入されていた。

わからない 5.4%

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、

・本人が喜んで通所していて楽しんで活動をしているのが嬉しい。

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

・いつもありがとうございます！

いるか。

・先生方が丁寧に関わってくれるので毎日楽しそうに通っている。
・わた雲に行くのを楽しみにしていて、自分からカバンを持って準備をしてくれ
どちらとも言えない 5.4%
はい 91.9%

無回答 2.7%

る。
・毎日新しい経験をできて楽しみながら登園できた。
・毎回通所を楽しみにしている。

・マニュアルの中身までは知らないが対応については説明を受けた。

・わたぐもさんに行くのとても喜んでいて泣く事もあったけど先生が今日する

・訓練がすごく多くてびっくりして安心することができた。

事はこれと言う時いつも嬉しそうだった。

・マニュアルを渡していただき、説明していただいた。
㉓
㉑

事業所の支援に満足しているか。

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

ているか。

どちらとも言えない 2.7%
はい 94.6%

無回答 2.7%

どちらとも言えない 5.4%
はい 91.9%

。

わからない 2.7%

・児との関わりを大切にし、その時に合った対応を考えてくれている。もちろん
・避難訓練など定期的にしてくれている。

今もしてくれているが、先生方が気になったこと、こうしたらいいのではなど

・数カ月の間何度もあり、安心した。

日々の活動で思ったところも色々詳しく話が聞けると嬉しいと思う。

・まだ通所して 1 ヶ月なので参加したことはない。

・子ども自身成長して、私自身も関わり方が勉強になり登園を決めてよかった。

・実施状況は分からないが、母子通所の際にも訓練があるなら参加したい。

ありがとうございました。
・大変満足している。

㉒

子どもは通所を楽しみにしているか。
どちらとも言えない 10.8%
はい 86.5%
いいえ 2.7%

お忙しい中、事業所の評価にご協力頂き、ありがとうございました。
今年度は、コロナ禍の中での対応となり、1 年を通して行事や保護者会、学習
会の開催には、通常通りとはいかず、ご不便をおかけしたところが多々あったこ
とを、お詫び申し上げます。
それ以外の保育士として、保護者の方々に関わらせていただく上での、ご指摘
や、感想などは、これからのなのはなの運営をしていく中で改善すべきところは
改善し、今後も、さらにより良い療育ができるよう努力してまいりたいと思いま
す。
このアンケートは、職員全員で見せていただき、個々でも考えていけるように
します。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
なのはな園

管理者

