
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
保されているか

17件 5件 6件

新しい教室をみたことがないため不明です。
活動をしているところを見ていないためわからないが、
子どもに聞くと狭いという声は聞かれた。　スペースに
ついて判断基準を理解していない予で回答難。
施設に行くことが少なく、中を見ることがないのでわか
りません。
参加などないためわからない。
まだ見学できていません。
1日の子どもの人数に併せて十分に確保されていると
思います。
もう少し教室が広いと更に理想的かと考えます。
たまに公園など外にも出ているので広々活動できてい
ると思います。
もう少し広いとありがたいです。
教室内を見たことがない。
イスや机も有りしっかりと活動できていると思う。

教室の内覧会はコロナ禍と重なり行うことができませ
んでした。申し訳ございません。その代わり、通信やブ
ログにてお写真を通じてご案内しておりますが、ご希
望がございましたら見学対応させて頂きます。また、
今後は教室での親子参加イベントなど実施できればと
検討しております。その際はお越し頂けるとありがた
いです。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 24件 4件

新しい教室を見たことがないため不明です。
配置数は見ていないのでわかりませんが、専門性は
適切だと思います。
資格を持っている先生がたくさんいらっしゃいます。

基本配置以上の人員にて運営しております。

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

17件 11件

新しい教室を見たことがないため不明です。
教室内を見たことがない。
手洗い場など清潔にされているイメージがあります。

見学のご希望がございましたら対応させて頂きます。

4
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

19件 3件 6件

整備されていると思います。
教室も新しくなり明るく綺麗な空間になっていると思い
ます。
教室内を見たことがない。
清潔だと思います。実際に見ていないのでわかりませ
んが。

毎日の清掃や消毒など感染症予防対策を徹底してお
ります。

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
が作成されているか

26件 2件

要望を聞いて取り入れてもらっています。
細かく計画を作成して頂いています。
本人の今の問題点が分析されていると思います。

ありがとうございます。今後もお子さまに適した支援を
提供できるよう対応して参ります。

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

24件 1件 3件

問題分析でどういった点で支援していくのかなど、支援
内容を知ることができています。

今後もスキル向上に努めます。

7 児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか

24件 1件 3件

更新月にて状況で変更されています。
不得意なことが改善されていると思います。
集団行動という面ではできていると思います。

事業所内の連携を徹底しております。

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

22件 6件

わかりません
様々な作成や活動が有り本人も楽しみにしているよう
です。

様々な経験が必要な乳幼児期に、たくさんの体験を提
供できるよう工夫しております。

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

14件 2件 3件 9件

保育園で過ごす日をつくっています。
幼稚園に通えています。
未就学児のためわからない。
保育園も利用しているのであります。

今後外部の方との交流ができればと検討しておりま
す。

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

27件 1件
書類をおただきました。
時間を掛けて行って頂けました。
きちんと説明がありました。

ありがとうございます。今後もわかりやすい説明がで
きるよう努めます。

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

24件 3件 1件 1件

時間を掛けて行って頂きました。
きちんと説明がありました。

貴重なお時間をお預けくださりありがとうございまし
た。

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

14件 2件 1件 11件

保護者参加プログラム等に参加できていません。
いつも声かけて気に掛けてくださっています。

保護者様と協働してお子さまの発達のためにできるこ
とに取り組ませて頂いております。

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

23件 5件

何かあれば電話対応してくれます。
送迎の時に子どもの状況報告があり、お願いしたい課
題を伝えています。
話す機会があまりない。
本人ができたことなど教えて頂き情報交換していま
す。

今後とも連携にご協力ください。

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

19件 8件 1件

こちらが困っていることをよく理解してくださっていま
す。
モニタリング時に支援の仕方をわかりやすく伝えてくだ
さるので助かります。
電話で困り毎や連絡帳にて。
送迎時や電話でお話があります。
連絡帳のやり取りのみで面談はとくにない。先生とゆっ
くり話すタイミングがない。
本人ができたことなど教えて頂き状況交換していま
す。

ありがとうございます。今後も保護者様やお子さまの
声を拾うことができるよう努めます。

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

7件 4件 9件 7件

行事等されていると思います。
コロナ禍なので仕方ないと思います。
なかなか難しいかなと思います。
コロナウイルスの流行などもあったため施設からはき
ちんと説明がありました。

今後検討させて頂きます。

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

28件

連絡帳にて教えてくれます。
適切に対応して頂いています。
不安など相談すると迅速に対応してもらい助けて頂き
ました。
相談等をするとすぐにお返事頂けますし、アドバイスし
てくださるので助かります。

今後も連携にご協力ください。

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

23件 4件 1件

連絡帳にて教えてくれます。
送迎時に行って頂いています。
情報交換をさせて頂いています。

今後も連携にご協力ください。

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か

27件 1件

定期通信にて。
解放やホームページにて確認できています。
もう少しブログの更新をしてくれるとうれしいです。
毎月きちんと教室通信で発信して頂いています。

ブログの更新につきまして今後も更に頻回に更新でき
るよう努めます。いつもご覧頂きありがとうございま
す。

19 個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか

25件 3件

写真等配慮してもらっています。
されていると思います。
きちんと説明し了承を得られています。

大切な情報ですので、厳重に取り扱いさせて頂きま
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

24件 2件 2件

毎日通所しているわけではないので、訓練に参加でき
ているわけではないと思います。
ＬＩＮＥにて台風などすぐにお知らせされていると思いま
す。
きちんと説明されています。

訓練日に利用がないお子さまにおいても、普段の読
み聞かせなどで訓練に必要な基礎を知ってもらえるよ
う配慮させて頂いております。今後は訓練日にもご参
加頂けるとありがたいです。

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

24件 4件

月1回訓練をされています。
されていると思います。
車から降りたらサインをしたり、降ろし忘れのないよう
に配慮されているなと思います。
月に1回防災訓練など実施されています。

訓練日のご参加ありがとうございます。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 26件 2件

気分のむらがあるが基本は楽しみにしている。時々
「たくさん行ったから今日は行きたくない」と言うが、通
所後はたのしかったや「○○したよー」と教えてくれるこ
ともあり、プログラム内容によっては子どもより親が満
足することもあります。
朝「今日こぱんさん？」と楽しみにしているようです。
すごく楽しみにしていてお休みの日も「こぱんにいく！」
と行っています。
嫌がるときもあるが、行くと「楽しかった」と笑顔で帰っ
てくる。
帰ってくると笑顔で活動内容を教えてくれます。ありが
とうございます。
イヤイヤせず、泣かずに通所しているので楽しみにし
ていると思います。
毎回とても楽しみにしています。

うれしいお言葉にスタッフ一同大変感激いたしており
ます。今後もお子さまのお一人お一人に寄り添った療
育の提供ができるよう精進して参ります。今後ともよろ
しくお願いいたします。

23 事業所の支援に満足しているか 25件 2件

日々楽しく通えています。いろいろな活動をしてくださ
り、ありがとうございます。
連絡帳により細かく教えてもらったり連絡もソラプロに
気軽にできて助かります。
子どものことを皆さんにかわいがってもらってできな
かったことができるようになり過ごす成長を感じます。
子どもが幸せだなぁと思います。
休んだときなどの振替等の融通が難しい。
送迎等して頂き通いやすく感謝しています。
お弁当もお菓子もきちんと食べていますので満足して
いると思います。

ソラプロのご活用を賜り誠にありがとうございます。今
後もお気軽にご相談頂ければと存じます。また、振替
の対応についてご迷惑をお掛けし申し訳ございませ
ん。利用予定人数やその日の人員数によって対応で
きかねることもございますが、引き続きご相談頂けれ
ばと存じます。

事業所名　　こぱんはうすさくら　那珂川教室　　
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保護者等数（児童数）　34　　回収数　28　　割合　82.4％

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

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）



チェック項目 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

1 利用定員が指導訓練室等スペースとの
関係で適切である

振替などで調整されている

2 職員の配置数は適切であるか

日によって不足している（と感じる）

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化
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

掲示物や構造化を日々見直している

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

5
業務改善を進めるためのPDCAサイクル
（目標設定と振り返り）に、広く職員が参
画している

研修で周知はしているが実践まではできていない

6

保護者等向け評価表により、保護者等に
対して事業所の評価を実施するととも
に、保護者等の意向等を把握し、業務改
善につなげている

7

事業所向け自己評価表及び保護者向け
評価表の結果を踏まえ、事業所として自
己評価を行うとともに、その結果による支
援の質の評価及び改善の内容を、事業
所の会報やホームページ等で公開してい
る

8 第三者による外部評価を行い、評価結果
を業務改善につなげている

9 職員の資質の向上を行うために、研修の
機会を確保している

定期的ではない 毎月の会議の中や朝礼で振り返りや見直しを呼び掛
けている。また、掲示も行っている。

10
アセスメントを適切に行い、子どもと保護
者のニーズや課題を客観的に分析した
上で、児童発達支援計画を作成している

モニタリングや担会の内容を更に共有できればいい

11
子どもの適応行動の状況を図るために、
標準化されたアセスメントツールを使用し
ている

12

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

13
児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れている

14 活動プログラムの立案をチームで行って
いる

各部門のリーダーにて立案しているが、会議にて支援
のポイントなどを確認したり、新たな案を出し合うことに
している。

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫
している

16
子どもの状況に応じて、個別活動と集団
活動を適宜組み合わせて児童発達支援
計画を作成している

17
支援開始前には職員間で必ず打合せを
し、その日行われる支援の内容や役割分
担について確認している

朝礼をしている。

18
支援終了後には、職員間で必ず打合せ
をし、その日行われた支援の振り返りを
行い､気付いた点等を共有している

支援後は難しいが、随時児童の状況について話せる
環境を保っている。

19 日々の支援に関して記録をとることを徹
底し、支援の検証・改善につなげている

20
定期的にモニタリングを行い、児童発達
支援計画の見直しの必要性を判断して
いる

21
障害児相談支援事業所のサービス担当
者会議にその子どもの状況に精通した最
もふさわしい者が参画している

22
母子保健や子ども・子育て支援等の関係
者や関係機関と連携した支援を行ってい
る

外部の言語聴覚士に訪問してもらっている。

23

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場
合）地域の保健、医療、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携した支援を行っ
ている

該当児なし

24

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子ども等を支援している場
合）子どもの主治医や協力医療機関等と
連絡体制を整えている

該当児なし

25

移行支援として、保育所や認定こども
園、幼稚園、特別支援学校（幼稚部）等と
の間で、支援内容等の情報共有と相互
理解を図っている

就学・就園相談も行っている。

26
移行支援として、小学校や特別支援学校
（小学部）との間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図っている

27

他の児童発達支援センターや児童発達
支援事業所、発達障害者支援センター等
の専門機関と連携し、助言や研修を受け
ている

28
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

今後検討していく。

29
（自立支援）協議会子ども部会や地域の
子ども・子育て会議等へ積極的に参加し
ている

外に出て体を動かしたり同じ事業所との交流があって
もいい。

30
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
共通理解を持っている
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児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）



31

保護者の対応力の向上を図る観点から、
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）の支援を行って
いる

32 運営規程、利用者負担等について丁寧
な説明を行っている

33

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
説明を行い、保護者から児童発達支援
計画の同意を得ている

34
定期的に、保護者からの子育ての悩み
等に対する相談に適切に応じ、必要な助
言と支援を行っている

35
父母の会の活動を支援したり、保護者会
等を開催する等により、保護者同士の連
携を支援している

コロナ禍で実現が難しいが、通信を発行し情報発信を
している。

今後実施予定。

36

子どもや保護者からの相談や申入れに
ついて、対応の体制を整備するとともに、
子どもや保護者に周知し、相談や申入れ
があった場合に迅速かつ適切に対応して
いる

37
定期的に会報等を発行し、活動概要や行
事予定、連絡体制等の情報を子どもや保
護者に対して発信している

38 個人情報の取扱いに十分注意している

39
障害のある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をしてい
る

40 事業所の行事に地域住民を招待する等
地域に開かれた事業運営を図っている

実施の機会をつくりたい。

41

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、
職員や保護者に周知するとともに、発生
を想定した訓練を実施している

42 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を行っている

43 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作
等のこどもの状況を確認している

44 食物アレルギーのある子どもについて、
医師の指示書に基づく対応がされている

45 ヒヤリハット事例集を作成して事業所内
で共有している

共有していたが書式を簡素化しより書きやすいように
工夫した。

46 虐待を防止するため、職員の研修機会を
確保する等、適切な対応をしている

47

どのような場合にやむを得ず身体拘束を
行うかについて、組織的に決定し、子ども
や保護者に事前に十分に説明し了解を
得た上で、児童発達支援計画に記載して
いる
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