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1
子どもの活動等のスペースが十分に確保されて
いる

75% 25% 0% 0%

・利用定員に対して定められている面積
基準となっています。活動内容や人数に
応じて安全に活動できるよう配慮してい
ます。

2 職員の配置数や専門性は適切である 94% 6% 0% 0%

・現在、管理者兼児童発達支援管理責任
者、保育士3名、児童指導員1名、言語聴
覚士2名、運転手4名、１日７・８名配置し
ております。また、長期休暇の際はそれ
以上の人員配置をしております。

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

94% 6% 0% 0%

バリアフリー化は構造上現状を改善する
のは難しいですが、子どもたちがより過ご
しやすく、わかりやすい環境工夫を行って
いきます。

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

94% 6% 0% 0%

・とてもキレイにされていると
感じます。
・清潔にされており安心感が
あります。

今後も清潔を保ち、子どもたちが心地よく
過ごせるよう心掛けいたします。

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、児童発達支援計画が作成されている

94% 0% 0% 0%

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

94% 6% 0% 0%

7 児童発達支援計画に沿った支援が行われている 88% 6% 0% 6%

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫されてい
る

75% 6% 6% 13%

・同じプログラムを繰り返しが
多いかなと思います。もう少し
物品を変えるなどして新しい
刺激も入れて欲しいと思いま
す。

同じことを練習することでお子さまの発達
状況がわかったり、アプローチにも変化を
つけています。この積み重ねにより集団
での生活へつながると考えております。

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

31% 13% 19% 38%
・短時間利用のため、特にな
いのかなと思います。

通園されているお子さまが多く利用され
ており交流機会を設けていませんが、未
就園児のお子さまはお散歩や公園へ外
出し、他の保育園児と交流する機会があ
ります。

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

94% 0% 0% 0%
・丁寧にご説明をいただきま
した。

今後も保護者の方に対して分かりやすく
丁寧な説明を行っていきます。

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

94% 6% 0% 0%

支援計画は丁寧な説明を心がけ、同意を
得ておりますが、ご不明点ご質問などが
ございましたらご遠慮なくお申し出くださ
い。

公表：令和　４年　１１月　２５日

事業所名　育　海老江教室　　　　　　　　　　　　　　　　 　保護者等数（児童数）　21名　　　　回収数　16　　　割合　76％
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支援計画については内容が画一化しな
いよう作成に際して、子どもの個性や障
がい特性、保護者様の意向を配慮する
ほか、ガイドラインの趣旨を踏まえて作成
しております。また、支援経過の定期的
な評価を行い、必要な見直しを行ってい
きます。

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）
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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

38% 6% 25% 31%

当施設ではペアレント・トレーニングとして
実施しておりませんが、必要に応じて子
どもとのかかわり方や行動の捉え方につ
いて、ご相談をお受けいたします。

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

81% 13% 6% 0%

連絡帳や送迎時に様子をお伝えし、気に
なることに関しては直接お電話ができる
よう体制を作っています。こちらの理解不
足やご要望がございましたらいつでもご
連絡をください。今後も細やかな情報交
換ができるよう努めていきます。

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

75% 13% 6% 6%
定期的な面談以外でも、子育てのお悩み
等、お気軽にご相談ください。

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

0% 6% 38% 50%

・コロナ渦でもあるので実施
は難しいかと思います。ある
のであれば教えて欲しいで
す。
・保護者同士の連携はあった
らあったで良いかもしれない
が、そこまで必要性を感じな
い。
・コロナでそのような保護者会
がないと思うがもし開催され
れば参加したい。

保護者会について、それぞれの家庭事
情がありますので開催しておりません
が、コロナの感染状況を見ながら保護者
同士が交流できる機会を検討いたしま
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

75% 13% 0% 6%

・質問などすると丁寧に答え
ていただけたり、何かあると
教えていただけるのですごく
助かっています。

重要事項説明書にて苦情窓口の明記、
契約の際に説明をしております。相談や
申し入れがあった場合には、できる限り
迅速に対応・解決に努めていきます。

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

88% 6% 0% 6%
・LINEで今日の様子の写真を
送ってくださるのがとてもうれ
しいです。

保護者のみなさまに活動の様子をお伝え
できるよう努めたいと考えています。

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

63% 19% 0% 19%
毎月行事予定を配布しています。
リタリコにてプログで活動概要や行事予
定を発信しております。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 88% 0% 0% 13% ・しっかりされています。

個人情報書類等は鍵付き書庫に保管し
ています。職員に対しては書面による誓
約書を取り適切な個人情報の取り扱いを
徹底しております。

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

75% 0% 0% 25%

・しっかりご説明いただいてい
ます。
・訓練が実施されているかわ
からないがご説明はされてい
た。

各種マニュアルは玄関においてあり常時
閲覧できます。また、契約の際に緊急時
対応、非常災害時についてプリントをお
渡ししております。利用児の急変時や事
故発生時に、迅速に対応できるよう職員
間でシミュレーション訓練を積んでいきま
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

44% 0% 6% 50%

・短時間の利用のため行われ
ているのかわからない。
・まだ通わせたばかりでわか
らない。

　・今年度は6月に実施、12月に予定して
おります。個別のみのご利用の場合は訓
練が難しいこともあり課題です。保護者
様のご理解の上実施できるよう検討して
いきます。

22 子どもは通所を楽しみにしている 88% 6% 0% 6%

・子どもは、伝えると笑顔で写
真を指差しして行く！と伝えて
くれます。
・初めは嫌がってましたが今
は慣れて楽しんでいます。

お子さまたちが安心して、楽しめる場所
になるように今後も努めていきます。

23 事業所の支援に満足している 94% 6% 0% 0%

・職員の方全て優しいので預
けることに対して不安はあり
ません。空きがあれば曜日を
追加したいぐらいです。
・大きな変化は難しいですが
子供の成長を感じているので
満足しています。いつもあり
がとうございます。

お子さまたちと保護者のみなさんの心に
寄り添い、これからも誠実に支援をしてい
きます。
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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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