
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
されているか

13 1 1

・走り回っても十分な広さ
がある。
・広くのびのび活動でき
る。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 11 2 2
・子どもの人数が増えたの
で、増員したほうがいいと
思う。

今後増員を検討していきます。

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
なされているか

13 2

・危険なものや余分なもの
がなく、いつも整理整頓さ
れている。
・お片付け等、子どもが自
発的に取り組みやすいよう
になっている。

ご回答ありがとうございます。
今後も子どもたちに分かりやすい環境
設定と、清潔な空間を心がけていきま
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か

14 1

・玄関、トイレ、室内、い
つも清潔です。

ご回答ありがとうございます。
生活空間は特に念入りな清掃と消毒を
心がけていきます。

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、児童発達支援計画が
作成されているか

15

・子どもの性格や成⾧に合
わせた支援計画で、親の方
も助かっている。

ご回答ありがとうございます。
これからもお子さまと保護者様のニー
ズに沿った支援計画作成に努めて参り
ます。

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
か

14 1

・ひとりひとりをよく見
て、子どもに合った支援を
的確に設定し、実行してい
る。
日々の会話の中で少し相談
したことも、支援に取り入
れてくれる。
・活動全体を見て、発達を
促すようなプログラムを
行っている。個別の活動に
ついては不明。
・評価も分かりやすく伝え
てもらっている。

ご回答ありがとうございます。
これからもお子さまの発達に沿った、
お子さまが楽しんで取り組める支援内
容を設定した支援計画の作成に努めま
す。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

15

・支援内容にとても満足し
ている。
・子どもの成⾧ペースに合
わせているので、しっかり
計画に沿った支援をしてい
る。

ご回答ありがとうございます。
これからも支援内容の充実を目指して
参ります。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫
されているか

13 2 3

・季節の製作や、体を動か
すこと、リトミックなど
色々工夫している。
・アイデアが豊富。
・毎月違った歌や季節に合
わせた製作や活動を行って
いた。
・毎日違う活動内容であ
る。

ご回答ありがとうございます。
これからも成⾧や発達に沿った、子ど
もたちが楽しみに思えるプログラムを
提供していきます。
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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

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

4 1 7

・制度として実施している
ところもあるのか。
・環境的にコロナ禍という
こともあり難しいと思う。
・はぐの中でお友だちとの
交流でも満足だが、機会が
あれば幼稚園や保育園との
交流があるとおもしろいと
思う。

ご回答ありがとうございます。
幼稚園や保育園との交流は、行事の参
加などを検討していきたいと思ってい
ます。

10
運営規程、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

15

・入所時にきちんと説明が
あった。
不明な点にもしっかり答え
てくれた。

ご回答ありがとうございます。
これからもより丁寧な説明を心がけま
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か

14 1 1

・的確な支援内容を計画
し、それ以外にも悩んでい
ることなど都度盛り込み実
行してくれている。
・そういった対応をすると
いいとか、子どもに合わせ
たアドバイスをたくさんく
れるので助かっている。
・毎回きちんと説明してい
る。
・意見を聞きながら計画を
立ててくれた。

ご回答ありがとうございます。
お子さまの発達に合わせ、保護者様の
ニーズに沿った計画を作成し、分かり
やすく丁寧な説明を行っていきます。

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

9 4 1

・家でもできる褒め方など
を知りたい。
・保護者向けの講習会など
があると嬉しい。
・ペアレントトレーニング
がどういうものかよく分か
らない。
・障害の有無に関わらず、
子どもに対する対応の仕方
等、面談時に教えてくれ
た。

ご回答ありがとうございます。
今後ペアレントプログラムの実施、保
護者会の開催など、保護者様に向けた
支援を検討していきます。

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

14 1

・週の報告書で、様子が詳
しく分かり、いつも楽しく
読んでいる。成⾧にびっく
りすることも多い。
・ねらいと活動報告が細か
く記載されていて分かりや
すい。
・毎日の送迎の際に、話す
機会がちゃんとある。
・相談に対し管理者以外か
らも返答があるとなお嬉し
い。
・どんな些細なことでも、
少しの成⾧でも日々伝えて
くれる。
・できたことがあればその
日に教えてくれたり、毎週
の記録でどのような生活、
活動を行っていたか知るこ
とができた。

ご回答ありがとうございます。
はぐでの様子と成⾧を保護者様と共有
できるよう、活動記録の充実を目指し
て参ります。
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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

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

13 1 1

・相談があるとすぐに機会
を作ってくれ助かってい
る。
・適度な面談回数でありが
たい。
・いつも話を聞いてもらい
助かっている。
・悩みや相談など、一緒に
考え助言してもらってい
る。
話しやすい。

ご回答ありがとうございます。
保護者様の思いや悩みに寄り添い、い
つでも相談できる場を提供できるよう
努めます。

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
れているか

12 1 1 1

・行事をたくさんしてく
れ、普段の子どもの様子を
見られ嬉しかった。いつも
楽しんで過ごしているのを
見ることができ、通わせて
よかったと思った。
・コロナ禍の中でも満足し
ています。
・コロナでなかなか親同士
でコミュケーションを取る
機会がありませんが、色々
企画してくれている。
・参加できなかったけど、
きちんと企画されていた。

ご回答ありがとうございます。
土曜開所日の行事にご参加くださり、
感謝申し上げます。
これからも子どもたちの成⾧を共有で
き、保護者様のコミュニティとなる機
会を提供していきます。

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か

13 1

・⑬と同様。
・子どもが偏食で、どのよ
うに給食を食べているの
か、ちゃんと食べているか
心配だったが、給食参観を
提供してくれ、本人が楽し
そうに食べている姿、食べ
やすい大きさ等、とても嬉
しく参考になった。

ご回答ありがとうございます。
これからもご相談や申し入れに対し、
迅速に、的確に対応していけるよう、
体制や機会を整備していきます。

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か

13 1 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か

15

・LINEでの活動報告や給食
の写真をいつも楽しみにし
ている。
・毎週LINEで報告が来た
り、給食のメニューも見ら
れたり、しっかり活動報告
してくれている。

ご回答ありがとうございます。
これからも活動内容が保護者様に分か
りやすく伝わる活動報告の充実を目指
します。

19
個人情報の取扱いに十分注意されている
か

14 1 1
・とてもしっかりされてい
るので安心。

ご回答ありがとうございます。
個人情報の取り扱いには、十分留意し
ていきます。

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か

14 1

・毎月避難訓練を行ってい
て、子どもにも身について
いる。
・毎月きちんと訓練してく
れて助かっている。
・家ではやれないことなの
で、経験させることができ
てよい。
・マニュアルがきちんと作
成してあり、手元い置いて
おけるようにしてある。

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
か

13 1 1

・家ではできないこともは
ぐでやっていたり、本人は
楽しく頑張れていると思
う。

ご回答ありがとうございます。
これからも月1回の避難訓練と、訓練
内容の充実を徹底します。
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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

22 子どもは通所を楽しみにしているか 13 1 1

・いつも楽しそうに通って
いる。
・迎えに行くと楽しかった
と言っている。
・お友だちもよくしてくれ
るし、先生のことも信用し
きっていて、毎日楽しく過
ごしているのを見たり聞い
たりすると嬉しく思う。
・毎日楽しかったと言って
いる。子どもをとても大切
にしている。

23 事業所の支援に満足しているか 13 1 1

・希望としては、預かり時
間を増やしてほしい。
・先生方皆さんで子どもを
見守ってくれていて、安心
して預けられる。
・とても満足。先生方と出
会って、初めて他人に色々
話すこともでき、他人に
頼ってもいいんだと思える
ようになった。感謝しても
しきれません。
・子どもの成⾧が明らかに
伸びていることが目に見え
て分かる。色々な言葉を話
すようになってびっくりし
ている。このまま普通に会
話できるくらい成⾧する未
来が見えていて嬉しく思
う。
・不安や心配な日々でした
が、通所してから子どもの
一つ一つの成⾧した姿をと
ても嬉しく感じている。
困った時にいつも相談や話
を聞いてくれてありがとう
ございます。
親子共々、先生方と出会え

ご回答ありがとうございます。
日頃の保護者様のご理解とご協力に、
心から感謝申し上げます。
これからも子どもたちや保護者様に寄
り添い、共に成⾧を喜び合い、支え合
える施設を目指していきます。
また、ご意見やご要望を頂きありがと
うございました。今後の運営に活かし
て参ります。
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〇この「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）」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。


