
～ぴあわーく 児童発達支援～ 

保護者向け  児童発達支援自己評価集計結果 

   

  実施期間：令和３年１月４日～１月２９日 

 
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 事業所から 

 
 

環
境
・
体
制
整
備 

 

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 4   

・広く伸び伸びと活動で

きていると思います。 

・体を動かす活動の時は

少し狭く感じます。 

・広すぎず狭すぎずなの

で確保されていると思い

ます。 

・体を動かすには狭い

スペースで申し訳な

く感じています。 

 

② 
職員の配置数や専門性は

適切であるか 

17    

・すばやく対応してくれ

て人数もいいと思いま

す。 

・活動内容によって配置

数も考慮されているよう

に思います。 

・職員の配置数は適切

でありますが、放課後

等デイサービス事業

の長期休業期間はサ

ービス提供時間が重

なる為、不足に感じま

す。 

・現在は、児童発達支

援担当職員のみなら

ず放課後等デイサー

ビス担当職員も応援

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 

11 2   4 

・まだ把握できていない

ので分かりませんが、利

用している場所は分かり

やすくなっていると思い

ます。 

・事業所の老朽化が深

刻であり、バリアフリ

ーとは言い難い状況

であると感じていま

す。 

④ 

生活空間は、清潔で心地

よく過ごせる環境になっ

ているか。また、子ども

達の活動に合わせた空間

となっているか 

14 3   

・いつもきれいに片付け

ていていいと思います。 

・必要なもの以外ないの

で、活動する環境にはい

いと思います。 

 



適
切
な
支
援
の
提
供 

 

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 
17    

・得意な事や苦手な事を

個別支援で見たり活動の

時だけでなく他の場面で

も変化を察知してくれ

て、計画通りされている

と思います。 

 

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

るか 

15 1  1 

・児童の発達段階によっ

て少しずつ設定されてい

るように思います。 

 

⑦ 
児童発達支援計画に沿っ

た支援が行われているか 
16 1   

・計画に沿った支援をし

て頂けています。 

 

⑧ 
活動プログラムが固定化

しないよう工夫されてい

るか 

15 2   

・いろいろなことを体験

できて満足しています。 

・工夫されていると思い

ます。 

・外部から講師を招き

リトミックや音楽療

育などの時間を取り

入れています。静・動

の活動をバランスよ

く組み合わせていま

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

る機会があるか 

7 2 2 6 

・通所して日が浅いので

分からない。 

・特別設定しておりま

せん。 
 
 

保
護
者
へ
の
説
明
等 

 

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。 

17    

・サービス利用する前に

簡潔に説明して頂きまし

た。 

・児童発達支援管理責

任者を中心に、利用契

約時に重要事項の説

明を行っています。変

更等があった場合は、

その都度説明してい

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

17    

  



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。 

⑫ 

保護者に対して家族プロ

グラム（ペアレント・ト

レーニング等）が行われ

ているか 9 2 1 5 

・子どもに対しての支援

内容の説明はあるが、そ

れに対して親がどう対処

するとか具体的なのはな

いように思います。ペア

トレーニングをもっとし

てほしいです。 

・今年度は研修に参加

できませんでしたの

で、来年度は参加した

いと思います。 

⑬ 

日頃から子どもの状況を

保護者と伝え合い、子ど

もの発達の状況や課題に

ついて共通理解ができて

いるか 

15 1  1 

・利用したときに、家や

保育園での事を話したり

して共通理解できている

と思います。 

 

 

⑭ 
定期的に保護者に対して

面談や、子育てに関する

助言等の支援が行われて

いるか 15 1  1 

・面談ではないが、通所

ごとにその都度、話を聞

いて下さいます。 

・利用日外の日でも、時

間を作って悩み等聞いて

下さり助かります。心強

いです。 

・事業所全体の会報は

年２回、卒園会報は年

１回発行しておりま

す。 

・日々の活動の様子の

写真を活動室に掲載

しております。 

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 

10 1  6 

・保護者同士の連携する

時間がもっとあれば良い

と思います。 

・運動会等、親と一緒に

参加する行事があって良

いと思います。 

・保護者会「ハグの会」

があり、行事等におい

て後方支援を行って

おります。 

・保護者学習会や定期

的に母子分離の活動

を取り入れながら保

護者同士交流を深め

ることができるよう

に配慮しています。 

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。 

15 2   

・依頼したことはスムー

ズに対応して頂けて安心

できるし、とても頼みや

すい雰囲気の先生方ばか

りで助かっています。 

・相談した事を迅速に対

応して下さり、頼って良

かったと感じています。

親身になって話したこと

・ありがとうございま

す。今後も、日頃の悩

みや心配事を相談し

やすい環境を整え、保

護者の皆様の負担軽

減に繋がるよう対応

していきたいと思い

ます。 



に対してアドバイスを下

さり嬉しく頼もしいで

す。 

⑰ 
子どもや保護者との意思

疎通や情報伝達のための

配慮がなされているか 

16    

・通所すると声をかけて

くれ話をしてくれていま

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

者に対して発信している

か 

14   3 

・会報やお知らせ等で伝

えてくれています。 

・法人ホームページに

て公開しております。 

・可能な内容について

は、改善を心掛けてい

ます。 

 

⑲ 個人情報に十分注意して

いるか 

17    

・注意されていると思い

ます。 

・会報などに載せる写真

等の説明も事前にあった

ので、配慮されていると

思います。 

・契約時に個人情報の

取り扱いについて説

明し、承諾を頂いてい

ます。 

非
常
時
等
の
対
応 

⑳ 

緊急時対応マニュアル、

防犯マニュアル、感染症

対応マニュアルを策定

し、保護者に周知・説明

されているか 

11 4  2 

・感染症等の手紙を頂い

てます。 

・マニュアルの整備は

しておりますが、保護

者への周知及び発生

を想定した訓練が今

後の課題です。 

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

ているか 6 1 2 8 

・まだ訓練に参加してい

ない。 

・年２回、施設全体で

総合避難訓練を実施

していますが、安全指

導として身を守るた

めの働きかけを定期

的に取り入れていき

ます。 

 
 

満
足
度 

 

 

㉒  

 

 

 

 

子どもは通所を楽しみに

しているか 

 

16   1 

・今まで通所を嫌がるこ

となく行けている。着く

とにこにこしている。 

・前日に「明日はぴあわ

ーくの日。」○○くんや○

○ちゃんに会える。」「先

生とお勉強。」等と言って

いる。本人的にも楽しい

ようです。 

・ありがとうございま

す。子どもたちの、笑

顔で通所している姿

や成長した姿を見て、

私たちも日々嬉しく

感じています。子ども

たちにとって、事業所

が楽しく安心できる

場でいろいろな事に



・嫌がる様子はない。 

・本児自身まだ理解出来

ていないですが、着いた

ときに自分から歩いて玄

関に入るので、何か楽し

いことがあると思って参

加していたらいいと思い

ます。 

挑戦出来るよう引き

続き努めていきたい

と思っております。 

 

 

 

㉓ 

 

 

 

事業所の支援に満足して

いるか 

17    

・子どもだけでなく親の

話もたくさん聞いてく

れ、家族の心配をしてく

れたり、優しい先生方ば

かりで、細やかな支援を

して下さり感謝でいっぱ

いです。 

・他の事業所を利用した

ことがないので分かりま

せんが、先生方にもよく

して頂いてますし、私だ

けでは教えられない事を

教えて頂いているので助

かっています。 

・1 か所しか療育施設が

ないため比較できない

が、子ども中心に活動し

てくれて向き合ってくれ

ていて、さらに子どもが

通うのを楽しみにしてい

るのでとても助かってい

ます。先生方がとても一

生懸命でそれがとてもあ

りがたく思います。 

・とても満足しています。

先生一人一人懸命に働い

ているのが伝わってきま

す。本当に利用して良か

ったです。 

・ありがとうございま

す。これからも子ども

や保護者の皆様に満

足していただけるよ

う職員一同努めて参

ります。 

 


