
 

 

 

公表：2023 年 3 月 3 日   

事業所名     かるがも園       保護者等数（児童数）26 回収数  １５割合    

 
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 

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              14 1  

 ・外は木が無くなっ

て広くなり、以前よ

りのびのびと遊べる

ようになった。 

・園庭が広く思い切

り走り回る事ができ

る。 

・部屋が広くていい

と思います。 

・2 つの部屋を上手

く使い、子供が走り

回れるほどのスペー

スがある。 

・トイレや手洗い場

が込み合うことがあ

るので、もう少し広

いとありがたいです。 

・普段の生活よりの

びのびと動けている

ようで、子供も楽し

んで活動していま

す。 

・園庭におきましてお子様の

安全面と環境整備に配慮

して樹木を伐採いたしまし

た。 

・トイレや手洗い場のスペー

スは変わりませんが、込み合

うことのないよう使い方の工

夫をしてまいります。 

② 職員の配置数や専門性は適切であるか            14 1  

 ・きめ細かいサポート

がされている。 

・手厚いと思います。 

・言語・作業療法な

ど、専門的な支援を

も っ と 増 や して ほ し

い。活動内容はとて

も工夫して頂いてい

ると思う。ただ、その

専門の先生との連携

が取れているのか少

し不明です。 

・活動ごとに補助や

声をかけてくれる職員

がいるため助かる。 

・先生も多くて、細か

いところまでよく見て

下さると思います。 

・職員配置は一人一人

に合わせた対応ができる

ように体制を整えた配慮

をしております。 

・言語療法・作業療法の 

先生方とは、いろいろな

角度から先生方の見解

を通して連携させていた

だいています。 

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表） 



 

 

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                 

12 2  1 

・バリアフリーの面に関

しては、建物が古いこ

ともあって、段差が多

少あるのでつまづいた

りすることはたまにあ

る。 

・一度、植込みの隙

間に入って出てこなく

なってから、そこに入

る習慣がついてしまっ

たので、何かおいて頂

けたら。 

・玄関がもう少し広く

て、明るいと嬉しい。

暗くて薄暗く見えにく

い。 

・自分のマーク、座る

マットなど子供自身が

気付きやすい工夫が

されている。 

・ご意見ありがとうございま

す。 

植込みへの出入り、危険の

無いようテープを巻き安全に

通れるようにいたしました。 

 

・下駄箱、ロッカーを子供の

高さに合うようにしていくこと

とその都度見直すようにいた

します。 

 

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       

13 2  

 ・体も大きくなって、

中ももう少し広けれ

ばいいなと思う。 

・比較的きれいに掃

除されているが、古さ

や木の剥がれがある

ので少し危険だなと

思う。 

・ 建 物自体 は古 い

が 、 安 全 に 配 慮 さ

れ、トイレなども清潔

だと思います。 

・戸外のチェックを毎日し

ています。 

・事前に環境チェックを行

い、木のはがれは取り除

き、安全で心地よく過ご

せるようにいたします。 

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 

13 2  

 ・聞き取りを細かくし

てくれる。 

・親より子供のことを

よく見てもらえて、先

生の分析力がありが

たい。 

・今後も保護者の方の

聞き取りを丁寧に行い、

より客観的に分析できる

よう努めます。 

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 

12 2  1 

・細かく個々に合った

計画や目標を立てて

くれるので成長を感じ

られる。 

・その子に合った具体的な

内容を職員間で協議したう

えで設定していくようにしてお

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 15   

 ・先生によって対応が

変わるなどはない。 

・子供のことをよく理

解してもらえて支援を

して頂けている。 

・子供の苦手なところ

を職員で共有して、

・児童発達支援計画作

成のために念入りな聞取

り、ケース会を経て計画

を作成し、それに基づい

て支援をしております。 



 

 

援助されている。 

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 11 3  

 ・ 毎 月 違 っ た も の

（毎週） ではある

が、もう少し一連の

流れを（その月の目

標を変えること）を実

体験とつなげていくプ

ログラムもあると嬉し

い。例えば、絵本を

読んでそれを見に行

く、作るなど。その言

葉を覚えるような内

容。 

・毎月、主活動が変

わり、何回かやるうち

に子供なりの楽しみ

方が分かるのか楽しく

やっている。 

・季節の行事に関す

る制作など、子供が

飽きないように考えて

くださってありがたいで

す。 

ご意見ありがとうございま

す。 

活動プログラムについて

は、在籍しているお子様

一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。 

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 3 3 

・通園しながら園に通

っており、活動の課題

にもかるがも園の先

生にサポートしてもら

え、園でも落ち着いて

過ごせる。 

・かるがも園としての交流

はありませんが、要望が

あれば考えてまいります。 

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 13 2  

 ・わからない部分もあ

りましたが、今はきち

んと説明して頂いてい

ます。 

・今後も入所の際、その

時々で丁寧に説明して

いきます。 

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 

14 1  

 ・読み合わせと説明

をしてくれるので分か

りやすい。 

・何度も繰り返し行っ

てくれている。 

・支援内容について、保

護者の方と説明をしなが

らすり合わせを行っていま

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 13 2  

 ・本当にこれには私

自身先生たちにすく

われたと言っていいほ

ど話を聞いてもらい、

気持ちが楽になった。

今でも子供の事以

外の事を相談に乗っ

てもらったりして助かっ

ている。一人で悩ん

でいた事が、本当に

先生たちに話す事で

こんなに変わるのかと

ご意見ありがとうございま

す。 

現在、月 3 回の母子分

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

ークを行っています。今後



 

 

感じました。 

・毎月のように交流

会などが行われてい

て、親同士で話す機

会もあって良いと思

う。 

・困ったことなど、対応

の仕方など丁寧に教

えて頂けるので、あり

がたいです。 

も母子分離をつづけてい

く中で保護者の方のニー

ズに合わせた家族支援

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、
子どもの発達の状況や課題について共通理
解ができているか 

15   

     ・本当に子供の事を

良く見てくれているの

で、すごく嬉しいのと

私自身が気が付いて

いないような事もしっ

かりと見ていてくれま

す。 

・子供の事で気にな

ることがある時に聞き

やすい先生ばかり。 

・その時々で職員の

方が気付いたことを、

親に伝えてくれるた

め、『そういう考えもあ

るんだな』と気づかさ

れる。 

・家庭での様子など、

話をよく聞いてアドバ

イスを下さり助かって

います。 

・今後も共有理解をしてい

けるように保護者の方からの

伝え合いを大事にしてまいり

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 15   

 ・いつも長話ししてし

まうほど、この面談の

時間は私にとって大

切な時間です。 

・たくさん面談があり、

相談の場を作って下

さりありがたいです。 

・よく気付いて下さる

先生ばかりなので、あ

りがたいです。 

・子供の悩みに対し

ても一緒に解決でき

るように考えてくれる。 

・今後も保護者の方と一

緒に考えていく姿勢を大

切にしていきながら保護

者の方の気持ちを受け

止め、寄り添えるよう努

力していきます。 

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 

12 2  1 

・仕事で参加が難し

いので、実際の内容

はわからない。 

・父母の会に参加す

るといつもは話が聞け

ない方の話が聞けた

り、視野が広がりま

す。 

今後、父母の会の運営

を保護者の方々が行って

いけるよう、保護者同士

が繋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 

14 1  

 

・何かあって相談した

いとき、すぐに予定を

決めて時間を作って

いただけるので助かっ

ています。 

・保護者の話を聞く

場をすぐに作ってくれ

る。 

・今後も相談の申し入れに

対して迅速かつ適切に対応

してまいります。あらかじめ面

談の時間を設定した枠組み

以外でもいつでも相談を受

け付けております。電話でも

相談を受けています。相談

したいときに相談できる枠組

みや保護者の方に寄り添え

るような相談の在り方を今

後も検討してまいります。 

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 15   

 ・とても配慮があると

思う。相談しやすい

空気がある。 

・相談しやすい空気感を

大切にしてまいります。 

 

 

・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

しておりますので是非ご

覧ください。 

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 

15   

 

 

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか 15   

 

 

・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

触れない形で情報を取り

扱うよう徹底しておりま

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 

14  1  

 
・かるがも園で避難

訓練を経験すること

で、普段から子供が

災害時にどうするか、

遊びながらしっていて

いざという時のパニック

を押さえられそう。 

・マニュアルは保護者の

方にいつでも見ていただ

けるように掲示しておりま

す。常に更新していくよう

にいたします。 

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 14 1  

 ・しっかり避難訓練な

どの訓練をされている

と思う。 

・毎月、地震・火事・不

審者対応の訓練を行っ



 

 

○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。 

ています。今後もより実

際の想定をしながら 

必要な訓練を検討し行

っていきます。 

満
足
度 

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか 14   1 

・通うことをすごく楽し

みにしていて、次はい

つ行くのと毎朝来て

来ます。それほど大好

きな場所なんだと思

います。 

・家から出るまでは苦

戦することが多々ある

が、行けば楽しそうに

している。 

・自分から「今日はか

るがも園」と聞くように

なり、すごく楽しみにし

ている。 

・週に 2 回、母と二

人の時間を楽しみに

しています。 

・自分からかばんの用

意をしたり、行くことを

楽しみにしている様

子です。 

・楽しみにしていま

す。 

・楽しみにしているという

ご意見ありがとうございま

す。私共も嬉しい限りで

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

できる事業所を目指して

いきます。 

㉓ 事業所の支援に満足しているか 14 1  

 ・かるがも園に母子

通園したことで、子供

の困っていることを親

が知ることができ、サ

ポートしてあげること

で、大きく成長したこ

とがわかる。 

・お子様にとっても、保護

者の方におかれましても

成長を喜び合えるように

努めていきたいと思ってお

ります。 


