
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

14

・広い空間で、ダイナ
ミックな遊びを好む子、
静かな遊びを好む子と
空間わけもできそう。
・日当たりが良く広々し
ていてとてもいいです。

2 職員の配置数や専門性は適切である 12 2

職員さんのお名前と顔
がわかるようにお知ら
せなどを出していただ
けると嬉しいです。

今後お知らせなどで、職員の顔
写真と名前を載せ配布します。

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

12 2

・余計なものがなく、子
供たちも活動に集中で
きるような環境になって
いると思います。
・本人にはわかりやす
い環境ではあると思う。
細かい部分はわからな
い。

生活空間には段差がなく活動の
部屋、午睡場所、台所、事務所と
仕切りで分けています。

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。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっている

14

・飽きないように、一生
懸命に取り組んでいる。
・清潔で明るいと感じて
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、児童発達支援計画が作成
されている

14

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

10 1 2

・あまりガイドラインに詳
しくないので、わからな
いとさせていただきまし
たが、子の支援内容は
家庭の声も反映されて
おり不満はない。
・順番待ちで仕方ないで
すが、言語聴覚士の指
導がないのでその部分
については不十分と感
じます。それ以外の支
援については、とても満
足しているし、本人も
日々成長しています。

コロナ禍により県内の蔓延状況
によって、言語聴覚士の訓練機
会に制限が設けざるを得ない現
状となっておりますが、スムーズ
に訓練を進められるような対応
方法を検討します。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ている

12 2

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ている

14

毎月色々な活動を計画
してくださって、本人に
もいい体験、刺激が
あってとてもありがたい
です。

毎月、子どもたちが興味関心の
湧く内容（静と動の活動を意識し
て）を工夫して活動予定を計画し
ています。

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

6 1 7

・コロナ対策でなかなか
交流も難しいと思うの
で、現状少ない。又はし
なくても仕方ない。
・幼稚園へお向かいの
際に担任に先生と話し
てくれているようで安心
しています。
・コロナ終息後交流の
機会があればいいなと
思います。
・こども園の職員さんと
協力して支援を行ってく
れている。
・まだ参加したことがな
いです。

コロナ禍により、交流機会を作る
事が難しいため、コロナ終息後に
機会を作れるよう検討します。
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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

14

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

13 1

・わかりやすく丁寧に説
明を行っている。

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 5
・連絡帳でアドバイスを
貰っています。

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 1

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

12 2

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

4 1 3 4

・コロナ環境下では致し
方ないと思う。
・今は無理かなとは思
いますが、保護者の方
とお話ししたいとは思っ
ています。
・コロナ終息後家族会な
どあれば参加したい。

コロナ禍により開催できておりま
せんが、コロナ終息後には開催
していきます。

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

13

・予定変更したい場合も
対応が早いのでとても
助かります。・送迎など
の相談も気軽に乗って
くれるので、とても助か
ります。また、何かあれ
ば電話や連絡ノート会
報や行事予定表がある
ので情報伝達の配慮が
良くされていると感じま
す。

ご家族からのご相談や申し入れ
には、早急に対応する事を心が
けています。

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

12 1

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

10 1 2

毎月、活動予定表は配布してい
ますが、次年度からは事業所で
の様子がわかるように『みやぎだ
より』としてお知らせを作り、配布
する予定です。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 13

適
切
な
支
援
の
提
供

送迎時や連絡帳などで、日々の
児童の様子を伝えていますが、
必要に応じて面談機会を設けら
れるよう調整します。

・毎回活動内容を連絡
帳に記入してくださった
り、送迎時にも一日の
様子などを伝えて下さ
るので、現状何につま
ずいたりしているかが、
先生たちと共有出来て
いて相談しやすいで
す。食事の面で食べな
いことに困っている中ど
うやったら食べるか等ア
ドバイスがあり、家でも
行っています。
・送迎の際に伝えあって
いますが、もう少し詳し
く課題など話し合う機会
があればいいなと思い
ます。
・もう少しゆっくりと話す
時間が欲しい。
・コロナ禍もあり面談は
ない。
・どこで○○した、○○
が出来て○○が出来な
かった等、連絡ノートを
通して詳しく書いてくれ
るので、子どもの発達
の状況がわかりやす
い。
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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

9 1 4

家族会の資料の中に各々のマ
ニュアル等を配布しています。

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

9 5
年に２回非常災害の避難訓練を
行っています。

22 子どもは通所を楽しみにしている 12 1 1

・イヤイヤ期中で素直に
行く時、イヤイヤする日
とあり、なかなかわから
ない状況です。
・登園後は楽しんでいる
と思いますが、『お化け
が怖い』と言って行渋り
します。
・とっても楽しんでいる。
通所のある日は嬉しそ
う。
・楽しみにしていると
思っている。
・子供もデイに行くこと
を嫌がらず、『○○行っ
たよ』と、とても楽しんで
いる感じ。

特定のイベント（ハロウィンや節
分）後に行渋りの見られる事もあ
りますが、来所すると楽しんでい
る様子が伺えています。

23 事業所の支援に満足している 14

・行った後は立ち直りも
いい方なのか活動参加
もできるようで先生方に
は感謝しています。
・コロニーさんに行き出
してから、いろいろな場
面で成長している事が
嬉しいです。とても心強
いです。
・もう少し早い時間に預
けられたらと思ってい
る。
・先生方も優しく親しみ
やすいです。

早い時間に預けられたらというご
意見については、職員体制等の
事業所状況を考慮した上で検討
します。

非
常
時
等
の
対
応

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。


