
公表：令和2年3月25日

事業所名　　　かるがも園　　　保護者等数（児童数）　32　　回収数　21　　　　割合　66％

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

20 1 0 0

・園庭が広くてしっかり外で遊べま
す。
・人数が多い日は少しせまいなと感
じる。
・スペースは確保されている。

・療育室2部屋、園庭、面接室があり、そ
れぞれの活動やお子様の様子に合わ
せたスペースで活動を行っています。
・市の建物のため、市に利用者の意見
をお伝えして協議していきます。

2
職員の配置数や専門
性は適切であるか

19 2 0 0

・相談しやすい。
・多くの専門家の先生に意見が聞け
ています。
・心理、作業、言語の先生もみえるの
で心強い。
・子どもの人数に対して先生をしっか
り配置していただいるので安心して
います。
・子どもの人数に対して先生の数が
足りてない感じがします、先生たちが
大変な感じがします。
・前よりも先生が少なくなった気がす
る。先生によって差がある。

・職員配置は、配置基準は10人に対して
職員2人ですが、3～5人配置し基準以
上に配置させていただいています。1人
ひとりに合わせた対応ができるように体
制を整えています。
・保育士、児童指導員、言語聴覚士、作
業療法士、公認心理師、臨床心理士、
音楽療法士がチームとなって対応させ
ていただいています。
・上記の通り、人員はこれまでと変わら
ず手厚くしていますが、不安があったり、
体調がすぐれないと崩れている子が数
人いると、人数が足りていないと感じら
れている場面があるのかもしれません。
大変そうだと職員にまで気遣ってくだ
さってありがとうございます。
・職員は、園内及び外部研修を受け職
員1人ひとりが研鑽しながら、日々お子
様の状況を職員で共有しています。そ
の上で、職員によって、その子その子を
思いながらいろんなアプローチをさせて
いただいています。それがそのとき、そ
の子に合わないこともあるかもしれませ
んが、それをまた検証し、次に生かすよ
うにしています。今後も職員1人ひとりが
研鑽してまいります。

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
か。また、障がいの特
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

21 0 0 0

・余計なものがないので、わかりやす
い。
・どの部屋で何をするかがはっきりし
ているので、本人は活動しやすい。
落ち着いてすごせる。
・子どもに安全に気をつけられている
設備になっていると思います。

・座る場所を視覚的に示したり、刺激を
少なくし、お子様たちにとってわかりやす
い、安心した環境を整えられるよう日々
努力しております。今後も、1人ひとりに
合わせて環境面からの整備も引き続き
していきます。

アンケート期間：令和2年1月16日～3月10日

環
境
・
体
制
整
備

保護者の皆様、貴重なご意見ありがとうございました。保護者の方からのご意見とご意見を踏まえた対応を記載いたしま
した。ご一読いただけましたら幸いです。

保護者等からの事業所評価の集計結果



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

19 2 0 0

・水道にお湯が出るとうれしいです。
床は寒い。子どもはいいと思います
が。
・水道にお湯が出るとよい。掃除は
いつもされていてきれい。
・畳のスペースがあるのが子どもお
横になれていい。外遊びができるの
がいい(園庭)。
・時々、髪の毛やゴミが落ちているこ
とがある。

・毎日の掃除と消毒を欠かさず行うよう
にしています。　生活する上で、ゴミが落
ちることがあるので、皆様が気持ちよく
生活できるようより気を付けていきます。
・上記記載と同様ですが、活動や参加
人数に合わせた部屋を使ったり、部屋を
分けたりしてお子様たちに合わせた空
間で活動を行えるよう工夫しています。
・園庭の剪定も年2～3回行い、親子で
安全に遊ぶことができるよう引き続き管
理していきます。
・水道については、保護者の方には水
は冬は冷たいかと思います。市の建物
であることやお子様の安全や小学校等
での生活を考えますと、手洗いは水道で
の対応としていきたいかと存じます。
プールやどろんこ遊び、絵具遊びなどの
後は、お湯の出るシャワーで引き続き対
応していきます。

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

21 0 0 0

・細かいところを工夫して、子どもの
「できた」を増やしてくれている。
・個別支援計画作成の聞き取りで子
どもの今の現状をしっかり聞いてもら
えた。
・先生が子どもの様子をみて、親の
声も丁寧に聞いてくれる。
・その子その子に合わせたプランを
考えてくださっているので助かりま
す。

・保護者の方の話を伺いながら、お子様
の様子をすり合わせています。保護者
の方の思いを大切にしながら、職員で情
報を共有し、お子様の状況を客観的に
丁寧に見立ています。その上で、児童発
達支援計画を作成しています。今後も、
お子様や保護者の方のニーズを丁寧に
くみ取りながら計画を作成していきたい
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

21 0 0 0

・個人に合わせ設定されている。
・デイや支援事業などいろいろ利用さ
せてもらっていますが、情報を共有
できているので安心できています。
・進学先の小学校へ見学時から同行
してもらい、面談にもつきそってもら
い、子の特性をしっかり伝えてもらえ
た。
・しっかり話をする時間をとっていた
だいて本人の成長を感じることもでき
ますし、目標を明確にしてもらえて、
どんなことをやれば良いか分かりや
すいと思います。

・お子様をはじめ、ご家族の状況に合わ
せて、具体的な支援内容やその手立て
を設定しております。保護者の方とお子
様の様子を丁寧にすり合わせながら、
今後も具体的な支援内容が保護者の方
とも共有しやすく、またよりよい設定がで
きるよう努力してまいります。

7
児童発達支援計画に
沿った支援が行われ
ているか

21 0 0 0
・定期的に個々に丁寧に話し合いを
して1人ひとりきちんと計画に沿って
支援されています。

・児童発達支援計画を立てる際は、職員
間で検討会をして、支援計画に沿った支
援を行えるよう努力しています。

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

21 0 0 0

・いろんな課題遊びをしているので、
子どもは楽しみにしています。
・毎回やることがちがうからあきな
い。
・新聞や粘土でも、いろんな遊び方を
してくれるので、とても工夫していると
思う。
・いろいろなプログラムがあり、子ど
もも今日何やるの？と楽しみにして
います。
・季節に応じた活動などもあり、工夫
されていると思う。
・その時期にあった制作があるので
親も子どもの作品の成長をみること
ができる。

・活動プログラムについては、在籍して
いるお子様1人ひとりの様子を検討し、
お子様の興味に沿ったプログラムを常
に検討しています。その活動を通しなが
ら、お子様たちが笑顔になる活動を今後
も検討していきます。

適
切
な
支
援
の
提
供



9

保育所や認定こども
園、幼稚園等との交
流や、障がいのない
子どもと活動する機会
があるか

10 5 3 3

・幼稚園と並行通園しているので、特
に必要を感じていません。
・幼稚園と問題なく併用できる。
・これから保育園に入園するので交
流が増えると思います。
・交流はないが、並行通園していま
す。
・散歩等の活動で地域の方との交流
があります。
・幼稚園と並行通園しているので気
にならないです。

・保育園や幼稚園、こども園との並行通
園のお子様が9割以上であり、現状は園
としての取り組みは行っておりません。
今後、保護者の方の意見等を踏まえな
がら検討していきたいと思います。

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

21 0 0 0

・毎月利用日数と利用料の確認が対
面であります。
・分かりやすく丁寧に説明をしていた
だいています。

・入園時に、1時間程度の時間をいただ
き、重要事項等を読み合わせをしなが
ら、説明をさせていただいています。今
後も引き続き、丁寧に保護者の方にわ
かりやすいように説明していけるように
いたします。
・利用料の負担や利用回数等は、まち
がいのないよう毎月、保護者の方と確認
をとらせていただいています。今後もご
協力よろしくお願いできましたら幸いで
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

21 0 0 0 ・丁寧に説明していただきました。

保護者の方との丁寧な聞き取りの上ガ
イドラインに基づいた計画を立て、保護
者の方と読み合わせをして同意をいた
だいた上で支援を行うようにしていま
す。

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

19 1 0 1

・心理士、言語聴覚士、作業療法士
の先生と話で声かけの仕方などアド
バイスをもらえます。
・自分の気持ちへの対処の仕方のア
ドバイスをもらいました。
・グループワークは貴重な時間で楽
しんでいます。各個人がある程度、
等分に話ができるといいなと思いま
す。
・先生たちの姿を見て、とても勉強に
なり、家で参考にしています。

・現在、月に2回以上の母子分離をして
保護者グループワークの時間を設定し
ております。ファシリテーターとして、言
語聴覚士、作業療法士、公認心理師、
臨床心理士等が入り、保護者同士のグ
ループワークを行なっています。今後も
母子分離を続けていく中で、保護者の
方のニーズにあわせた家族支援を行っ
ていきます。

13

日頃から子どもの状
況を保護者と伝え合
い、子どもの健康や発
達の状況、課題につ
いて共通理解ができ
ているか

19 0 0 0

・気軽に聞ける。
・手厚くみていただいています。
・話しやすい状況を作っていただいて
います。
・いつも母子共に気にかけてもらえて
います。
・日々のちょっとした変化を先生に話
したり、先生の方からも話してくれる
ので助かる。
・職員の方が声をかけてくださるの
で、こちらも心配な事など伝えること
ができる。
・定期的に面談があり出来そうなこと
を一緒に考えていただけるので親の
気持ちが楽になります。

・登園時は健康チェック表を保護者に記
入してもらい、お子様の健康について確
認しています。生理的なことや環境に
よって、お子様の様子は日々ちがいま
すので、そこを保護者と職員とが共通理
解をもってお子様に接することができる
ようにしています。
・お子様の発達の状況については、保
護者の気持ちを大切にしながら、職員と
保護者で日々お子様の様子を確認しな
がら共通理解できるように努力していま
す。



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

21 0 0 0

・とにかく話しやすい。
・すぐに聞いてもらえる。
・何かあればすぐに対応してくれま
す。
・毎月聞き取りや面談してくれて相談
などもできてうれしいです。
・悩みがあったときに相談するとこう
したら、、、と教えていただきました。
・面談の時間以外にも相談すれば話
を聞いてもらえる。
・言語や作業療法や個々に丁寧に分
かりやすくやっていただき、家でも実
践することができて勉強になりまし
た。
・定期的に面談をやってくださるおか
げで目標を再確認できています。
・面談などもあり、適切なアドバイス
をくださる機会がきちんとある。

・常に、保護者と園長との面談や担当職
員との個別支援計画のききとりで面談を
行っています。育児をはじめ保護者自身
の気持ちを受け止め、寄り添えるよう努
力しています。

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

20 1 0 0

・急なスケジュール変更に対応してく
れる。
・ファミリー交流会も楽しみにしてい
ます。
・保護者会はなくて助かっています。
ファミリー交流会は小学校以降の話
も聞けるので先を考えるのに役立っ
ています。
・父母以外にもきょうだい、祖父母も
参加しやすい。
・ファミリー交流会など他の父母と交
流が出来て、勉強になります。
・父母の会などでたくさんのママの話
を聞ける機会があるのでいろんな意
見が聞けてうれしい。

・療育の時間内にも月2～３回、母子分
離をして保護者同士の話し合いの場を
設けるとともに、毎月の父母の会、隔月
のファミリー交流会で臨床心理士をファ
シリテーターとして母親同士だけでなく
父親やご家族同士の話し合いの場を設
けています。今後も、保護者同士がつな
がっていけるような支援も大切にしてい
きたいと思います。

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

21 0 0 0

・急に相談したことがあって電話した
時も対応してもらえた。医療機関へ
の受診について相談して対応しても
らえた。
・相談すると、すぐに動いてくれるの
で、解決がはやいです。
・迅速にその時の対処を親身に聞い
てくださり、自分の気持ちが晴れや
かになります。
・ささいな疑問にもとても丁寧に答え
て下さってとても信頼できます。
・一人の先生に相談したら、全ての
先生方で情報を共有され、手立てを
共通理解してくださっているので親と
しては安心。

・あらかじめ面談の時間を設定し、えん
だよりで周知した上で面談を行っていま
す。その枠組み以外でもいつでも相談を
受け付けております。電話相談も受けて
います。相談したいときに相談できる枠
組みや保護者の方により寄り添えるよう
な相談の在り方を今後も検討していきた
いと思います。

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

21 0 0 0

・幼稚園との連携もよく行ってもらっ
ています。
・もやもやすることがあった時に、あ
とで先生が、あのときはこうだったか
らかなとか説明しにきてくれるので、
子どもを理解する上で分かりやす
い。

・お子様には、実物や絵、写真、文字な
ど1人ひとりに合わせて意思の疎通を行
えるよう工夫しています。保護者の方に
は、えんだよりなど見やすくなるよう線を
引いたり、配慮をするようにしています。
・お子様の情報についても、保護者と職
員とが場を共有しながら、お子様の様子
を丁寧に伝達できるようにしています。

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
者に対して発信されて
いるか

17 1 0 3

・ホームページがあることは知りませ
んでした。
・ホームページのことを知らなかっ
た。　　　　・見てないです。
・ホームページまた見てみます。
・十分に発信されています。

・法人の広報誌を年２回発行し、保護者
の方にもお渡ししております。ホーム
ページも随時更新しております。
・ホームページがあることをご存じなかっ
たり、見ていないということでしたので、
今後、周知の方法や見ていただける
ホームページの在り方を園としても法人
としても検討していきたいと思います。

保
護
者
へ
の
説
明
等



19
個人情報の取り扱い
に十分注意されている
か

21 0 0 0

・個人情報が記載されている書類は鍵
付きの書庫に保管しております。また、
職員も席を離れるときは、個人情報が
目にふれない形で情報を取り扱うよう徹
底しております。

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

21 0 0 0 ・訓練はしっかり行われています。
・マニュアルは保護者の方にいつでもみ
ていただけるように掲示しております。

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

20 1 0 0

・避難訓練の意味は理解できていな
いが、子どもはいつも楽しく訓練に参
加している。
・地震、不審者対応の訓練に参加し
ました。
・救出までの大掛かりな訓練は通園
時にはやっていない。
・急に訓練になってびっくりしますが
(本人が)、必要な事なのでやってもら
えるといいと思います。
・月1回行われるので、しっかり体験
できています。

・毎月、地震・火事・不審者対応の訓練
を行っています。今後もより実際の想定
をしながら必要な避難訓練を検討し行っ
ていきます。

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度

・朝起きてから行くのを楽しみにして
いています。
・毎回通所を楽しみに通っています。
・とても楽しみにしている。
・先生たちに会えることを楽しみにし
ている。分かるところが増えてきて喜
んでいる様子がみられる。
・行く時間になるとソワソワしだす。う
れしそうです。
・休日になると子どもが「かるがも
ちゃん行く、かるがもちゃん行く」と繰
り返し訴え、通所日をとても楽しみに
しています。
・保育園と違って行くのを楽しんでく
れている。
・毎日とても楽しみに登園していま
す。
・週1回の通所ですが、前日からワク
ワクして「明日はかるがも園！！」と
言って楽しみにしています。
・音楽療法やかるがも園に来ている
友だちと遊ぶのを楽しみにしていま
す。
・子どもはかるがも園が大好きで幼
稚園とは違った居場所になってい
る。
・「何回ねたらかるがもがあるの？」
と聞かれます。いつも楽しみにしてい
ます。
・今日はどこいくの～「かるがもだよ
～」と言うと毎回楽しみにしてます。
本人にとってとても居心地のいい場
所になってます。
・とても楽しんで通えています。先生
のことも大好きです。
・先生方が子どもの姿をきちんと受
け止めてくださるので、とても安心な
面と同時にとても楽しみにしている。
・毎週通うとお友だち、先生の顔を覚
えてきて、楽しそうにあそべるように

子どもは通所を楽しみ
にしているか

21 0 0 0

・お子様たちが楽しみにしてくれていると
いうご意見ありがとうございました。私ど
ももうれしい限りです。お子様の興味・関
心を通して、人との関係が広がっていく
ように今後もお子様が楽しみに通所でき
る施設を目指していきます。

22



23
事業所の支援に満足
しているか

21 0 0 0

・かるがもというととにかく喜ぶ。スト
レスを感じていないようだ。
・丁寧に対応してくれている。
・親子支援が細かくされています。
・とても満足しています。
・先生方の言葉で救われています。
・子どもにそって対応してくれるので
ありがたいです。
・子どもに丁寧に関わってくださり感
謝しています。
・通園している2年半でものすごく成
長しました。通ってなかったら今も一
人で悩んでいたかもと思います。本
当にありがとうございます。言語療法
や作業療法など専門的な訓練をして
いただけて具体的にアドバイスをい
ただけて助かっています。
・十分満足してます。
・とても満足しています。子どもの気
持ちを汲み取って過ごさせていただ
けるので、ステキな時間を過ごせて
います。
・子どもがかるがも園が大好きな姿
を見て、親としては満足。

・満足いただいてるというご意見ありがと
うございました。私たちが目指すお子様
をはじめそのご家族の気持ちを何よりも
大切にした支援が少しずつできていきて
いることを評価してくださったのかと思
い、うれしく思います。今後も一緒に子
育てをさせていただきながら、ご家族の
方にとっても居場所であれるよう精進し
てまいります。

○この「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所
の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。


