
公表 ： 令和 5 年 3 月 1 日

保護者等数（児童数） 25 名 ・ 回収数 22 通 ・ 割合
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基準上適正であり、構造化する
など配慮しています。

配置基準上適正です。

特に新型コロナ感染症対策とし
て、今後も室内や教材の消毒
等徹底し、継続して参ります。

今後も保護者様やお子さんの
ご希望を大切に、課題等を十
分把握しながら作成して参りま
す。

今後もご要望をしっかり汲み取
り、より支援が充実する内容を
設定して参ります。

今後も計画に沿った活動が提
供出来るよう、職員がチームと
なって支援して参ります。
今後も保護者様のご要望に沿
いながら、お子さんにとって楽
しく有意義な活動になるように
プログラムの設定をして参りま
す。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点からも、このような
機会は積極的に企画、実施は
していません。今後はご要望等
を踏まえて検討して参ります。

口頭での説明とプリントも配ら
れるのでわかりやすい。

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

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）

・普段保育所に通っており、週
一の午後2時間のびっこでお世
話になっているので交流は十
分ある。
・参加したことがないためよくわ
からない。

今後も丁寧で分かりやすい説
明を心掛けて参ります。不明な
点等ございましたら、いつでも
お声掛けください。

今後も丁寧で分かりやすい説
明を心掛けて参ります。不明な
点等ございましたら、いつでも
お声掛けください。

・毎月役場からの支援を頂き、
本当に感謝しています。
・口頭での説明とプリントも配ら
れるのでわかりやすい。

・毎回工夫した支援を受けるこ
とができて満足している。
・今何ができて、何ができない
のかを的確に見極めて活動プ
ログラムされている。

環
境
・
体
制
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88%

イラストでも示されていて、わか
りやすいと思う。

今後も活動スペースの確保な
ど配慮して参ります。

ご意見 ご意見を踏まえた対応

保護者の話をうまく感じ取り、適
切な支援計画が作成されてい
る。

毎回工夫した支援を受けること
ができて満足している。

のびっこらんど相馬

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる
環境となっているか。また、子ども達の活
動に合わせた空間となっているか

チェック項目

子どもの活動等のスペースが十分に確
保されているか

職員の配置数や専門性は適切であるか

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か。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

事業所

活動別に部屋が分かれてい
て、集中しやすい環境だと思
う。
・子どもそれぞれに担当の先生
がついており、的確に指導して
頂いている。
・アドバイスが的確でわかりや
すい。
・突然お休みになることがある
ので早目に連絡をいただけると
ありがたいです。

・生活空間は清潔に保たれて
おり、子どもたちが体を動かす
空間もある。
・上履きやおもちゃなど、毎回
使用後に消毒されていて、清
潔に感じる。
・保育所の先生や保護者との
面談を通じて、その子どもに
合った支援計画が作成されて
いる。
・保護者の話をうまく感じ取り、
適切な支援計画が作成されて
いる。

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

活動プログラムが固定化しないよう工夫
されているか

適
切
な
支
援
の
体
制

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

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

児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか

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
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18 19 1 2

19 20 2
主に利用契約時に個人情報の
取り扱いに関する書面を用い
てご説明しております。

・毎回楽しみにしている。
・ホームページ等写真を載せて
もよいかの確認や配慮をしても
らっています。

・注意されていると思う。
・されています。

今後も何か気になる点等がご
ざいましたら、いつでもお知ら
せください。迅速に対応致しま
す。

お迎えの際の申し送りや連絡
帳での情報交換など、今後も
丁寧にお伝え出来るように努め
て参ります。お子さんに対して
も、視覚的ツールの活用等配
慮しております。

今年度も事業所評価の結果に
ついて、ホームページ及び事
業所内掲示、保護者様への配
布にて公開致します。また、
ホームページでは日々の活動
の様子やお知らせなどを随時
更新しております。広報誌と併
せて是非ご覧ください。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点からも、保護者様
同士の交流の機会について積
極的な企画、実施が出来てお
りません。今後もご要望等を踏
まえ、このような機会が提供出
来るように検討して参ります。

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

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

・保護者会に参加したことがあ
りません。
・参加したことが無いため、よく
わからない。
・そういったものがあるのかわか
らない。（コロナ禍で行ってない
のかもしれない。）
・なかなかこのご時世で難しい
と思いますが、他のお父さんお
母さんと話す機会があれば参
加してみたいです。

・相談するとその場ですぐにア
ドバイスを頂き、それを実際に
実行してみて良かったこと、悪
かったことを次回の利用時に報
告できる体制になっている。
・申し入れをしたことがないの
で、そういった時どのような対応
がなされるかわからない。
・相談ごとに毎回丁寧に対応し
てくれるので、相談しやすく良
かった。
・相談をした時にわかりやすく
的確に説明してもらい安心しま
した。

子どもが聞いて気になることは
本人がいないときに話してくれ
たり、配慮されていた。

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

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について
共通理解ができているか

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

引き続きお子さんの様子を保
護者様としっかり伝え合い、伸
びや課題になっている事を共
有して支援して参ります。

地域で安心して子育てが出来
るよう、今後も気軽に相談出来
る窓口として是非ご活用くださ
い。

・困っていることに対して助言を
頂いたりしているが、それが家
族支援プログラムにあたるのか
わからない。
・1度にたくさんのことを子ども
に伝えるのではなく、着替えて
ほしい時はまず着替える服を見
せて視覚で伝えてみることを指
導して頂きました。
・くわしく教えてもらえるため、
家でも実践しやすい。

・通所した日のノートでのびっこ
での生活の様子が想像できて
ありがたく思っています。
・毎回話す時間を大切にしても
らっているため、ありがたい。

現在ペアレント・トレーニング等
の講座の実施は出来ておりま
せんが、それらの内容を踏まえ
たご相談へのアドバイス等を実
施しております。

・いつも気になる出来事や子ど
もから言われたことを先生方に
相談して、アドバイスを頂いて
います。
・面談で話す時間が確保され
ているので保護者の意見を伝
えられたと思う。子どもの成長し
た点・良いところを直接教えて
もらえて、子育てする上で励み
になる部分もあった。
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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

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

個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか
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・週1での通所ですがいろいろ
な面で成長が見られるように
なってきています。
・もう少しで小学生になります。
今までご指導して頂いた先生
方、役場からの支援には本当
に感謝しております。小学校で
の生活もいろいろなことがある
と思いますが、これからもご指
導よろしくお願いします。
・通い始めたころに比べると大
幅に成長しているのがわかり、
保護者として何ができるかを考
えるきっかけになった。満足し
ている。
・いつもありがとうございます。

今後もお子さんに楽しく通って
いただけるよう、安心・安全な居
場所である事を第一に活動を
提供して参ります。

今後もお子さんの発達過程に
応じた支援を提供し、保護者様
にも十分ご満足いただけるよう
引き続き努めて参ります。

口頭での説明とプリントも配ら
れるのでわかりやすい。定期的
に訓練も行われていた。

年間を通して防災訓練(地震・
火災・風水害)を計画し、実施し
ております。対象は職員とお子
さん全員です。今後は、より地
域性を踏まえた内容で実施出
来るよう心掛けて参ります。

主に利用契約時に各種マニュ
アルを保護者様に配布しており
ます。事業所玄関にも設置して
おりますので、いつでもご確認
ください。今後もマニュアルの
整備に努め、いつでも対応可
能な体制を整えて参ります。

口頭での説明とプリントも配ら
れるのでわかりやすい。定期的
に訓練も行われていた。

・先生に対しての安心感があ
り、本人にとって心の拠り所と
なっていた。楽しく通っている。
・毎回の通所をとても楽しみに
しています。
・本人は勉強をしに行くと認識
しており楽しんでいます。
・週一で保育所を早退している
が、その日はのびっこの日と認
識しており、嫌がらず行ってい
る。
・得意でない課題の時に渋って
しまうことがある。
・通所した日には「お勉強した
よ」と教えてくれています。
・毎回教室が終わると今日はこ
んなことをしたんだよと楽しそう
に話してくれます。
・毎週楽しく通っています。
・毎回とても楽しみにしていま
す。

子どもは通所を楽しみにしているか

満
足
度

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

非
常
時
の
対
応

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・説明されているか。また、
発生を想定した訓練が実施されているか

事業所の支援に満足しているか


