
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

15

・とても広々としていて、
子どもたちのスペース
は充分だと思う。
・素晴らしいと思いま
す。

これからも、安全安心に活動等
が継続できるよう点検、整理に努
めます。

2 職員の配置数や専門性は適切である 15

専門性、スタッフの個性
をおもしろく楽しくもっと
アピールしてほしいです
（コロニーならではです
よ！）

ありがとうございます。これから
も、スタッフ一同でよりよい支援、
療育を心がけます。

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

11 1 3

給食の献立について。
毎月のおたよりが入り
口に貼ってあるように、
今日のメニューが記入
されていると嬉しいです
（献立がわからない物
がある為）

アドバイスありがとうございます。
早速、出入り口の近くに「本日の
メニュー」を書き出し、表示を開始
致しました。ぜひ、ご確認くださ
い。なお、献立表は、毎週栄養室
から届き次第、全児童へ配布もし
ておりますので、お手元に届かな
い場合には、スタッフへ声をおか
けください。

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

15

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

15

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

14 1

ガイドラインに沿い、お子様ひと
りひとりの支援目標に必要な支
援内容等を設定しております。ご
不明な点、疑問点等がございま
したら、ぜひ、お声がけください。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

14 1

1人1人にすごく考えて
支援をされている思い
ます。

定期的に児童の現状（発達、課
題等）について、モニタリング実
施し、全職員で情報共有し支援
に繋げるよう努めています。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

13 2

・時期に応じてイベント
が工夫されていて楽しく
活動している様子が見
られます。
・通所開始したばかりな
ので、まだよくわからな
い。

・活動内容が固定化しないよう、
同じタイトルでも日によって備品
の配置やルール等を変更したり、
児童の特性に応じ楽しく参加でき
るよう努めています。
・日々の活動内容は毎月、月間
予定として配布致しておりますの
でご参照ください。

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

2 2 1 10

コロナで交流が無いの
かと思います。コロナが
落ち着いて、機会があ
れば交流があると嬉し
いです。

コロナ感染拡大、蔓延防止の観
点から交流の機会がありません
が、終息や対応の緩和等があれ
ば、交流機会を設けたいと思い
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

15

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

14 1

事業所名　コロニー児童デイサービスまえだ（発達支援） 　保護者等数（児童数）　16　　回収数　15（姉弟利用１世帯）　　割合　100％
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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

9 3 3

・コロナなので仕方な
い。
・（支援プログラムが）あ
れば参加してみたかっ
たです。

ご家族対象のプログラム実施が
できておらず申し訳ございませ
ん。コロナ終息後には、何かしら
の形で実施できるよう検討させて
いただきます。

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

13 2

・職員によって違いがあ
る。送迎の時に子ども
の様子を教えてくれる
方と、何も伝えてくれな
い方がいる。
・いつも連絡帳に１日の
流れを書いてくれて、そ
れをとても楽しみにして
います！
・子どもの課題について
共通理解ができている
のかは？帰りに話す時
間がないとなかなかわ
かりづらいです。

貴重なご意見ありがとうございま
す。改めて、職員間で話し合い、
お子様のデイでの様子が少しで
も多くご家族の皆様へ伝えられる
ように努めます。さらに、ご家族
の皆様との会話の中から、家庭
での様子を知ることで、支援療育
へ繋がることもたくさんございま
すので、今後とも、連絡帳、電話
等含め、しっかり連携させていた
だきます。

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

13 2

・今の時期（コロナ）仕
方ないと思うのですが、
もう少し、子どもの様子
などを話す場があった
らいいなと思う。
・よく話すスタッフさんは
助言等あるが、帰りの
挨拶だけのスタッフさん
もいる。
・（定期的な）面談は無
いが、毎日のお便り帳
の中で助言等は得られ
やすいと思います。

実際、なかなかお話する機会を
設けられず恐縮です。大勢での
会は、コロナ感染拡大防止の観
点から、実施はまだ難しいです
が、個別での面談、ご相談は随
時対応させていただきますので、
ぜひお声がけください。

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

5 1 4 5

コロナなので仕方ない。 コロナ終息後には家族会やイベ
ントでの保護者交流の機会を設
けたいと考えております。

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

14 1

・とても相談しやすく助
かっています。
・相談を申し入れた事
がないのでよくわからな
い。

ご家族からの相談内容や疑問点
の提示により、私たちも一緒に考
えることで気づかされることや発
見もあります。これまで同様、ぜ
ひ、ご相談や疑問等をお聞かせく
ださい。

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

13 1 1
さらにきめ細かに情報伝達できる
よう努めます。

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

12 1 2

毎月のおたよりで、子
供の様子が知れるのを
楽しみにしています。

・活動、行事予定は、毎月発行の
まえだだよりに記載しておりま
す。ご確認ください。
・自己評価はホームページにて
公開しておりますので、ぜひご覧
ください。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 14 1
全職員で個人情報の取り扱いや
守秘義務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

12 1 2

・避難訓練をちゃんと実
施していて良いと思う。
コロナ感染者が出た時
の対応も素早くて素晴
らしいと思った。
・感染症対応マニュアル
（コロナ）が他の事業所
から配られたので、こち
ら（コロニー）にもあると
良いなぁと思いました。

・訓練実施の時だけではなく、日
頃から、いざという時の対応をシ
ミュレーションし職員間で話し合う
機会を設けています。
・感染症対策に関しても毎日しっ
かり行っております。ご家族の皆
様のご理解ご協力大変ありがと
うございます。
・感染症対応マニュアルについて
は、今後、家庭への配布実現に
向けて話し合ってみます。貴重な
ご意見ありがとうございます。
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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

12 3

通所間もなくよくわから
ない

年間を通して、火災、地震発生時
の訓練を実施居ております。毎
月発行している月間予定表や実
施要項でご確認ください。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 15

・毎日楽しく通所してい
る。コロニーに通えるこ
とができて本当に嬉し
そうです。
・通所開始したばかり
で、本人が慣れておら
ず、家を出るのが大変。
回を重ねるごとに不安
も減ってきているように
感じます。

・スタッフ一同これからも活動内
容や外出支援等、こどもたちが
わくわくするような工夫をします。
・通所を重ね少しづつ安心して楽
しく過ごせる場所だと認識しても
らえるように、登所時の際も試行
錯誤しながら通所を楽しみにお
待ちしております。

23 事業所の支援に満足している 15

・大変満足している。職
員の皆さんに感謝して
います！
・親子で毎日楽しみにし
ています！

ありがとうございます。これから
も、日々創意工夫と試行錯誤をし
ながら、子どもたちの成長、発達
へ繋がる、より良い支援、療育に
努めます。

満
足
度

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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