
　

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

90% 10% 0% 0%

・空間シェアになると激しく動くの
は少し狭く感じる
・空間シェア時には少し危険と感
じることもある

スタッフは担当児童のみならず、
空間シェア児童の動きも予測し、
安全に楽しめるように配慮しま
す。

2 職員の配置数や専門性は適切である 87% 0% 0% 13%

・子どもに必ず一人ついてくれる
のでありがたい
・専門性は異なると思うが、熱量
が素晴らしい
・必ず1対1以上で子どももとても
満足しています

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

77% 10% 0% 13%

・運動メインだったので特に細か
く示されてはいなかったと思う

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

71% 23% 0% 6%

・ゴミやほこりがあり、足の裏が
黒く汚れている
・仕方ないと思うが、クッションや
人形が汚れていた

見えない部分の掃除や、ぬいぐ
るみやクッション等の消毒を行い
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

77% 13% 0% 10%

・丁寧なヒアリングがあった ・今後も丁寧なヒアリングを行
い、ニーズの確認を行います。

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

71% 10% 0% 19%

・もう少しフィードバックや困りご
とについての話が出来る機会が
あると嬉しい

療育終了時には、フィードバック
をする時間を設け、その際話し
やすい環境を作ります。療育終
了後に時間を作ることが難しい
場合は、別途時間調整を行い、
保護者の方とお話をする時間を
設けます。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いる

81% 13% 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

71% 16% 0% 13%

・したことのない遊びを経験でき
ている
・子どものしたいことや気持ちを
引き出してくれ、活動に取り入れ
てくれている
・活動内容が毎回ほぼ同じと感じ
る
・子供が希望しているのもある
が、室内ではいつも似たような活
動になっている

お子さまの発達段階に応じてプ
ログラムを検討し、遊びを発展さ
せながら同じ遊びに偏らないよう
にします。

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

29% 10% 42% 19%

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

97% 3% 0% 0%

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

90% 0% 0% 10%

・子どもに寄り添った支援をしてく
れている

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

52% 13% 16% 19%

・親として子どもへどう関わるか、
言葉かけを親身に考えて提案し
てくれています

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

84% 10% 3% 3%

・療育終了後のフィードバックが
無い時がある
・療育時の良かった点、課題につ
いて話ができる
・子どもの特性を理解して下さ
り、本当に有難いです

療育終了後にフィードバックが難
しい場合、追って電話をする等、
その日のうちに保護者の方に伝
えるようします。

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

81% 10% 6% 3%
・療育終了後のフィードバックが
無い時がある
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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

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

23% 13% 39% 25%

・空間シェア時に他の保護者と話
す機会がある
・要望や悩んでいる時は声掛け
をいただきありがたかった
・保護者会があったのか知らな
かった

同時間帯に通所された方同士が
話しやすいように、スタッフが仲
介してお話ができるようにしま
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

97% 0% 3% 0%

・以前申し入れをした際に迅速に
対応してくれた
・先生方が子どもにとっての第２
の両親になっています
・相談するとすぐ対応してくれた

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

87% 3% 0% 10%
電話やLINEで分かりやすく伝え
てくれている

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

23% 10% 29% 39%

・周知されていない為把握できて
いない

フィールド企画がある際、手紙を
配布して伝えるようにします。

19 個人情報の取扱いに十分注意されている 71% 3% 0% 26%

・同校区内の利用者と利用時間
が重ならないように配慮してもら
えて助かっている
・周知されていない為把握できて
いない

契約時に、個人情報について重
要事項を用いて説明するので、
使用目的を明確に分かりやすく
伝えるようにします。

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

29% 0% 13% 58%

・入口が誰でも入れるようになっ
ているため防犯は出来てないと
思う。鍵を閉める等の対策をした
方がいいと思う
・周知されていない為把握できて
いない

鍵を閉めてしまうと、他の利用者
様が入って来られなくなるので、
難しいです。
ですが、療育が始まる少し前に
出来る限り、エントランスにスタッ
フが待機するようにします。

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

23% 3% 6% 68%

・訓練しているかが分からない 災害時のイエローゾーン及びレッ
ドゾーンは掲示しているので、地
震や水害等を見据えた避難訓練
の実施します。

22 子どもは通所を楽しみにしている 94% 3% 0% 3%

・日数を増やして欲しいと言って
いるほどとても楽しみにしていま
す
・楽しみにしている時と、あまり乗
り気でない時がある
・思う存分大きな声を出したり、
走り回ったりしても許される環境
で貴重なストレス発散の場となっ
ていると感じる
・楽しく通所しており、帰りも満足
そう
・好きな遊びができる、と毎回利
用を楽しみにしている
・先生達との遊びが楽しくていつ
も待ちきれないです

sparkにまた来たい、と期待を
持っていただけるように、支援を
行います。

23 事業所の支援に満足している 84% 6% 0% 10%

・親もとても満足しています
・楽しく遊ぶだけであれば満足し
ているが、本人の能力向上につ
いてはあまり実感がなかった
・心身共に健康になりました
・先生のレベルが高くて尊敬しま
す

楽しむだけではなく、児童の発達
が上がるように、発達段階に応じ
た支援を検討します。また、保護
者の方と連携をとりながら、支援
を行います。
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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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