
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

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

100.0%

②
職員の配置数や専門性は適切である
か

93.4% 6.6%

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

100.0%

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

100.0%

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

93.4% 6.6%

適

切

な

支

援

の

提

供

・子どもの特性をよく観察してくれて苦手な部
分も長期的な目標として見守ってくれる。
・課題や目標を提案して支援をすすめてくれ
る。
・半年ごとに今までを振り返りながら今後どう
していくか親の意見も織り交ぜながら作成して
くれているのでありがたい。
・通所し始めたばかりなのでわからないに〇を
付けた。

保護者からの事業所評価の集計結果　　（在籍　１5名　提出　100%）

ご意見・工夫している点や改善内容

環
境
・
体
制
設
備

・大きなスペースではなくても上手に部屋を活
用しているなと感じる。
・受け入れに上限があり子どもたちが活動する
のに十分なスペースであると思う。
・歩けない子にとって広いスペースを自由に移
動ができるのはストレスフリーだと思う。
・確保されていると思う。
・大きさにあった活動内容を組んでいるので十
分な大きさであると思う。
・運動をしている時でもゆとりを持てるスペー
スがある。
・サーキット活動もしているのでそれなりのス
ペースが確保できていると思う。

・保育士・栄養士・リトミック講師など専門性
が高く安心して預けることができる。（4名）
・OT・STの先生が辞めてしまったのが残念。
・作業療法の活動もまた行われたら尚うれし
い。
・人数に合わせて先生たちもいる。
・子ども2～3人に一人くらいの割合で細かいと
ころまでサポートしてくれている。
☆現在OT・STの先生は在籍していませんが毎
月OT・STの先生による勉強会に参加し日々の
活動に取り入れています。

・全面的なバリアフリーではなくあえてバリア
な部分を療育に活用していて素晴らしいなと思
う。
・トイレが2個あり便座が低く作られているの
で子どもが一人で用をたせるようになってい
る。トレーニングもしやすいのではないか。
・絵カードなどでしっかり1日の見通しを伝え
ている。
・個人の物と分かりやすいように個人のマーク
がありそれぞれ個別についている。
・毎日の連絡帳に細かく活動状況　タイムライ
ンで園の様子etc子どもの様子がわかる。
・段差もほとんどなく安全に過ごせる環境だと
思う。
・トイレ前にマスキングテープで作った線路が
あり自宅でも同じようにした。

・いつもきれいに掃除をしている。（4名）
・清潔感があり室内に陽が入り全体が明るい印
象の空間だと思う。



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「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

93.4% 6.6%

⑦
児童発達支援計画に沿った支援が行
われているか

100.0%

⑧
活動プログラムが固定化しないよう
に工夫されいるか

100.0%

⑨
保育所や認定こども園、幼稚園との
交流や、障害がない子どもと活動す
る機会があるか

80.2% 13.2% 6.6%

⑩
運営規定、利用者負担等について丁
寧な説明がなされたか

100.0%

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
たか

100.0%

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

80.2% 6.6% 13.2%

保
護
者
へ
の
説
明
等

・最初にしっかりと説明を受けた。
・契約時に時間をかけて丁寧にわかりやすく説
明していただいた。（3名）

・すももに入るときや定期的に行われていて面
談でわかりやすく説明してもらった。（3名）
・前期・後期に分けてその時必要な支援を話し
合う機会がある。
・個人面談にて丁寧に説明を受け支援内容を確
認することができている。

・障がいについて学ぶ機会や就学に向けての講
習会などがあり勉強になる。
・本当にいつも力になっていただいてありがと
うございます。
・毎月行われているファミリーデーで親に向け
たトレーニングがあったり日々のやり取りの中
で教えてくれてありがたい。
・支援学級の先生の講習会があり勉強になっ
た。
・不定期に講習会のようなものがある。
☆保護者対象のペアレント・トレーニングは
行っていませんが　家族支援としてその都度お
話をさせていただいています。来年度も外部の
講師をお招きして講習を開けるように準備して
おります。

適

切

な

支

援

の

提

供

・されていると思う。
・高い目標ではなく子供が頑張ればできるとい
うような具体的な支援内容でわかりやすく計画
してくれている。
・通所し始めたばかりなのでわからないに〇を
つけた。
・その日の予定をホワイトボードに子どもたち
がわかりやすく表にしたりお当番をしたり自分
でできるようになるように支援されとてもあり
がたく思う。

・計画に沿った支援をしていただけるのででき
るようになったり成長がたくさん見られる。
・本人の様子を見ながらしっかりと対応してい
る。
・支援計画に沿って支援している。（2名）

・曜日ごと月ごとに活動プログラムが作られて
いるのでいろいろな体験・経験ができる。（2
名）
・毎日違うプログラムが組まれているので子ど
もが通うことが楽しみになっている。（2名）
・曜日や天候に合わせていろいろな活動をして
いる。
・季節ごとのイベント・工作など毎月企画して
くれてうれしい。
・様々なイベント・体験をさせてもらえてとて
も楽しそう。

・毎月1度松伏にある「こどものもり」での交
流がありすもも以外のお友だちと関わる機会が
設けられている。（6名）
・公園などたくさんの交流の場に連れて行って
くれる。
・こどものもりの交流をしていただき良い刺激
になっていると思う。
☆松伏にある認定こども園と交流を図っていま
す。次年度も曜日を固定せず「こどものもり」
と相談しながら進めていく予定です。



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る
か

100.0%

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

93.4% 6.6%

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

80.2% 19.8%

⑯

子どもや保護者からの相談や申入れ
について、対応の体制が設備されて
いるとともに、子供や保護者に周
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

100.0%

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

93.4% 6.6%

⑱

定期的に会報やホームページ上で、
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

100.0%

⑲
個人情報の取扱いに十分注意されて
いるか

100.0%

・すももに入る際に写真の件など確認してい
る。
・契約時に説明を受けた。

保
護
者
へ
の
説
明
等

・連絡帳にしっかり書かれており　必要なこと
は帰りのお迎えの時に伝えてくださっている。
（4名）
・連絡帳や送迎時に話を伺っているので　十分
にできていると思う。
・育児に対してアドバイスしてもらっている。
・連絡帳やLINEを通じて日々の行動が見れるの
で安心できます。（2名）

・お迎え時にも今日の様子を伝えてくれてあり
がたい。
・幼稚園との併用になり直接お会いできるのが
送迎時だけになってしまい相談しにくくなって
しまった。
・家庭訪問があり子どものことをゆっくり話が
できるのがありがたい。
・日々の連絡帳で悩みや相談など記入すると細
かくアドバイスをもらえてとても助かている。
・行われている。
☆幼稚園との併用となるとさらに連携を深めな
くてはいけないときに相談しにくくなったと感
じさせてしまったこと大変申し訳ございませ
ん。
送迎時だけでなく すもも内での相談や電話や連
絡帳などでも変わらず行っておりますので気に
なることがありましたらいつでもいらしてくだ
さい。

・定期的にファミリーデーがあり保護者の方々
とも交流が持てるのでありがたいです。
・ファミリーデーでは保護者同士コミュニケー
ションがとれるようにグループで一緒にご飯を
食べたり工夫している。
・保護者のみでもう少し話す機会があるといい
なと思う。
☆子どもと一緒の活動になるのでなかなか保護
者のみでゆっくりとお話しする時間がありませ
んでした。保護者のみでのおちゃべりタイムな
ど導入していけるよう工夫していきます。

・子どもたちの様子を見て無理強いせずに温か
く見守ってもらっている。
・相談事があれば時間を設けて面談して話す機
会を作ってくれ本当にありがたい。
・相談事はすぐに対応していただけて安心でき
る。
・お迎え時や連絡帳で毎度相談させてもらって
いる。

・連絡帳・電話・LINEなどでやりとりができて
いる。
・日々の連絡帳や送迎時で情報伝達が行われて
いる。

・LINEのタイムラインにて日々の活動の様子が
見られて子どもたちの様子がとても分かりやす
い。
・タイムラインで情報が得られている。
・毎月の活動予定表を頂けること　その月の活
動を写真で記録することで楽しく過ごせている
のがよりわかるのでうれしい。（３名）



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
るか。また発生を想定した訓練が実
施されているか

100.0%

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

100.0%

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか 93.4% 6.6%

㉓ 事業所の支援に満足しているか 100.0%

評価表の記入ありがとうございました。

より良いすももにしていくための参考にさせていただきます。

これからもたくさんのご支援ご協力をお願いいたします。

非
常
時
等
の
対
応

・感染症への対応の仕方が変わったようでその
ことが早めに知れたらありがたかった。
・毎月活動の中で避難訓練をしてくれ防災にに
日に合わせ保護者が子どもを迎えに行ったり本
番さながらの訓練をしてくれる。
・引き取り訓練があり「危ないときはこうす
る」という行動を覚えることができてよい。ま
た親としてイメージができた。
☆感染症などの法定伝染病は国のガイドライン
に沿ってお休みをお願いしています。只し今回
の新型コロナウィルス等のように爆発的な流行
の物や感染性の強い方などの時はより慎重に対
応させていただいています。

・毎月の避難訓練に年１度の引き取り訓練も
しっかりして報告もきちんとしていただいてい
るので安心。
・定期的に訓練が行われている。
・月に一度くらいのペースで避難訓練してくだ
さっているので安心。
・9月に行われた引き取り訓練では子どもも親
もとてもいい経験になった。

満
足
度

・慣れるまではもちろん時間がかかったが毎日
楽しそうに「いってきます」と言っている。
・毎週楽しみにすももの日を待っている。
・通所自体は嫌がることなく行けている。
・いつ通所かは理解していないが支度をしてい
るとじっと見ていて「先生来たよ」というとニ
コッとしている。
・毎回「今日はなにするのかな～」と言いなが
ら楽しみにしている。
・家でも「すもも」「先生」「おともだち」と
よく言って楽しみにしているのがわかる。

・大変満足している。よく子どものことを見て
くれ子どもの心配なところなど何でも相談に
乗ってくれこちらも甘えてしまう。
・毎月1度の親子活動では子どもがどのように
過ごしているのか体験できるので毎回楽しみ。
・十分に満足している。
・フレンドリーな先生ばかりで気軽に相談でき
たりするのがありがたい。
・子どもを伸ばそうと真剣に取り組んでくれ成
長を一緒になって喜んでくれる。
・いろいろな事業所を見学してすももに決め
た。選んで本当に良かったと思う。
・すももに通い始めていろんなことができるよ
うになりぐんと成長を感じている。
・子どもが楽しく通えてできることの自信がつ
いてきた。いつもありがとうございます。
・新しい環境に慣れるまでに時間がかかるのだ
がすももではそれがなく本人が楽しんで通所し
ている。支援が手厚く感謝している。


