
　保護者等数　12名　（児童数14名）　　回収数　12　　割合　100％

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

100.0%

②
職員の配置数や専門性は適切であ
るか

100.0%

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

100.0%

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

83.3% 16.7%

⑦
児童発達支援計画に沿った支援が
行われているか

91.5% 8.5%

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

91.5% 8.5%

・出席曜日についてはたくさんの
子どもたちを受け入れるために固
定させていただいています。参加
したい活動がありましたらその都
度連絡をお願いします。予約状況
次第では参加可能です。

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

25.0% 25.0% 16.7% 33.3%

・とても残念ですが今は感染予防
を第一に考えて交流は控えていま
す。緊急事態宣言の解除や情勢を
見て再開していく予定です。

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

91.5% 8.5%

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

33.3% 8.5% 58.2% ・予定通りに行えず残念です。

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

91.5% 8.5%

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

16.6% 16.6% 41.8% 25.0%

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

83.0% 8.5% 8.5%

・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。

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

100.0%

公表：令和3年3月
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・契約時に丁寧に説明を受けている。（3名）

・個人面談時に説明を受けて支援内容を確認で
きている。

・コロナ禍のため難しい。
・コロナの関係でファミリーデーや講習会等は
実施できていません。

・定期的に面談があり　また送迎時相談ができ
すぐに対応してくださるのでとても助かってい
ます。
・連絡帳の他に　送迎時に必要なことは伝えて
頂いている。
・心配なことを随時相談してアドバイスしても
らった。

・コロナなので仕方ないと思います。（4名）
・ファミリーデーや行事等で保護者の方々と今
年度はお会いできなかった。

・連絡帳や送迎時にお話しすることもあります
が　なかなかゆっくりと相談することが難し
い。
・相談等ある時は電話やLINEでも対応して頂い
ている。
・市の支援センターとの間に入って頂いたり対
応していただきありがとうございました。
・面談や送迎時にも相談させてもらっているが
面談を希望するとすぐに日時をセッティングし
てくれる。

・連絡帳や送迎時 LINEで情報伝達が行われて
いる。
・連絡帳　電話　LINEなど様々な手段があるの
でありがたいです。

・連絡帳以外に送迎時にも情報を伝えていただ
いている。（2名）
・今日は○○できた等お迎えの時や連絡帳で連
絡してくれている。

事業所名　児童発達支援　すもも

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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・面談で子どもの日常を振り返りながら　無理
のない目標を提案してくれる。
・子どもの成長に合わせた計画が作成されてい
る。
・半年ごとにできるようになったことの確認や
そのうえで今後の目標を考えてくれている。

・計画に沿った支援をしていただいている。
・見守りながら計画に沿って対応している。

・毎日違った活動の他に季節のイベントに合わ
せた活動を取り入れてくれる。（3名）
・季節に合わせた行事も組み込まれている。
・出席曜日が固定なので内容がどうしても似て
きてしまう時がある。

・コロナ禍のため難しい。
・コロナの関係で今は実施できていません。
・コロナなので仕方ないと思います。
・コロナ禍で活動が制限されているため。
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・きまった受け入れ人数があり　十分なスペー
スであると思う。
・大きくなくても　日々の活動を行うのに問題
ないスペースだと思う。

・資格を持った先生が手厚く見てくださってい
る。
・子ども2人に1人の割合で手厚くフォローして
もらえている。

・子どもたちがわかりやすい構造になってい
る。
・トイレが2つあり便座が低く作られており
子どもが一人で用を足せるようになっているの
もよい。
・1日の見通しをボードに書いて　絵カードも
使って伝えてくれている。

・いつ行っても　きれいに掃除されている。
・清潔感がありコロナ対策（換気等）もされて
いて安心できる。
・いつも清潔で心地よい空間になっている。



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%

・SNSなど（全て載せて問題な
し・後ろ姿のみ・載せないでくだ
さい）　と細かく契約を交わして
います。
・支援センターなど関係機関との
情報共有をしています。個人情報
については関係者以外に漏れるこ
とのないよう細心の注意を払って
います。

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%
・今年度は水害を想定しての引き
取り訓練を行いました。

㉒
子どもは通所を楽しみにしている
か

91.5% 8.5%

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。

・ホームページ等に写真を載せる際は後ろ姿か
もしくは載せてよいかなどの確認の連絡をいた
だいている。
・されていると思う。
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・様々な災害を想定した避難訓練を行ってくれ
る。またどういった感染予防策が行われている
か具体的に書かれた用紙を配布してくれる。
・定期的に避難訓練を行ってくれている。（2
名）

・定期的に訓練を行ってくれ子どもがどんな反
応だったかなどもお知らせして頂いている。
・毎月やってもらっています。（2名）

満
足
度

・週始めはどうしても渋ってしまう。
・毎晩「あしたは？」と子どもが予定表の内容
を聞いてきます。
・「今日はすももで～するよ」というと嬉しそ
うに玄関で待っています。
・いつも楽しみに通っています。
・いつも楽しそうに帰ってきます。ありがとう
ございます。
・お休みの日でも朝「すももー」と行きたがる
こともありとても楽しく過ごせていると思いま
す。
・お友だちや先生とその日どんなことをしたの
か楽しそうに伝えてくれてる。

・コロナ禍の制限等ある中でいろいろしていた
だいて感謝です。
・すももに通わせていただき　たくさの成長を
感じることができ大変満足しています。先生方
にもいつも親身に相談に乗っていただきとても
感謝しています。
・先生方のおかげで成長できていると思い感謝
しています。（2名）
・こんな世の中でもいろいろ工夫しながら活動
されていていつも安心して見送っています。
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・日々の活動状況をタイムラインで見ることが
できる。普段見られない子どもの様子を知るこ
とができ嬉しく思う。（2名）
・LINEのタイムラインで発信してくれるので普
段の様子をみられない父親にも様子がとても分
かりやすく伝えられています。




