
公表：  令和4年１１月１日 事業所名　　大垣市立ひまわり学園　

チェック項目 はい いいえ 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

13 3

部屋の広さや人数に応じて配置を
工夫し安全なスペースを確保してい
る。

利用定員としては基準を満たしているが、母子療育
になると大人の数が増えるため、小部屋を使用して
いるグループは狭く感じる時がある。
療育をするときは、部屋を広く使えるように余分なも
のは置かないように工夫している。

2 職員の配置数は適切である 9 6

配置基準を満たしてはいるが、利用
者の人数や状態によって、職員の
配置やあそびを工夫を行っている。
職員の資質向上の為、勉強する形
で職員を配置することがあり職員数
が多い時がある。

グループ編成に応じて適正な人数配置をするよう
努力していく。
育休や退職者により人員が不足しているため令和4
年度に補充を行う予定をしている。

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

11 4

こどもの様子に応じて刺激が多い
時は刺激を減らす環境調整の配慮
や、写真カードやモデルを示すなど
の視覚支援を一部している。

本人に分かりやすい情報伝達の方法の知識や重
要性を知り、それを療育に取り入れて実践するスキ
ルは職員によって差があるため、研修や先輩職員
からの助言や手本、日々の実践により職員全体の
スキルアップを図る。

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か。また、子
ども達の活動に合わせた空間となっ
ている

13 2

毎日の掃除、消毒は必ず行い清潔
を保っている。

毎日の清掃、感染予防対策などの実施、活動に合
わせて部屋の設定を変えるなど考慮。

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

15 0

療育前後の細密な計画や、振り返
りをもとにグループの職員同士で話
し合いを持っている。定期的に支援
会議を行い、支援、業務についての
検討を重ねている。

年度初めに目標は立てている。療育後のグループ
内の振りかえり、月に1度の支援会議を開催。全員
が意識できるようにしていくと良い。

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

16 0

アンケートを配布。意向調査後、集
計表を集計したものを共有し、改善
できるよう話をしている。

年に1度のアンケート及び自己評価表をつけてもら
いホームページに掲載。評価表に目を通し、良い点
改善点を知るようにしている。改善点についてはど
うすると良いか話し合いをしている。

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

15 0

意向調査を踏まえたアンケートや自
己評価について調査、公表してい
る。

年に1度は自己評価を行いホームページに公開。そ
の件を全職員に周知。

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

11 0

法人全体として苦情解決における
第三者委員は設置している。療育
の面では指導方法研究会や他機関
の支援者の見学や実習の受け入れ
等により、外部職員からの感想・意
見・指摘されたことを学びの場とし、
業務改善に繋げている。

苦情解決委員は設置。職員にも周知。
第三者委員会はあるが、外部評価を受けていな
い。
保育園や児童発達支援との研修や見学等、不断の
療育の様子を外部の方にも見ていただき、色々な
視点で評価をいただき、療育に活かす。

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

15 0

実践研究及び、理論研修を事業所
で開催し、職員に対して研修の機会
を確保。外部研修にも積極的に参
加している。法人内の研修として階
層別研修や、専門研修に参加。積
極的に職員同士で療育やこどもに
ついての話し合いをしている。

研修内容に応じて適した職員が参加。研修報告書
を作成し回覧ている。
理論や実践の研修を通して、研修の後、関わり方
や接し方ついて話す機会を持っている。
療育については外部から助言者を招き、指導につ
いての研究研鑽をする研究会を開催。
オンライン研修やYOUTUBE配信の研修を活用し、
複数の職員が研修を受けることが出来る機会を増
やす。

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

15 0

個別懇談を定期的に行い、保護者
等の意向を把握。子どもと保護者の
ニーズ課題を分析し、支援計画をす
べての利用者に作成。了承のもと
療育を行っている。

相談支援事業所とも連携を図り、情報を事前に収
集するようにしている。支援計画は対象児と関わる
職員で話し合うようにしている。
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チェック項目 はい いいえ 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

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

15 0

ガイドラインに示される、発達支援、
家族支援、地域支援の支援内容を
踏まえた支援内容を計画に盛り込
み、適切に設定している。

「発達支援」に関しては、対象児一人ひとりの状態
に合わせた計画を立てている。「地域支援」は対象
児の取り巻く環境について保護者や相談支援事業
所、保育園、保健センター等から話を聞き、計画の
中に入れていくと良い。

13
児童発達支援計画に沿った支援が
行われている

15 0

計画書を児発管及び担当者で共
有。支援計画の確認を密に行って
いる。どのような支援を行うかはグ
ループ等の職員が共通理解できる
よう療育前後に話し合っている。

支援計画の内容を常に意識できるよう職員間の連
携を図るようにしている。

14
活動プログラムの立案をチームで
行っている

15 0

計画を立てる時の話し合い、グルー
プ内での案を出し合うなど、チーム
で行えている。療育担当者の発案
が多いが、情報を共有しながら活動
プログラムを進めている。

継続。

15 活動プログラムが固定化しないよう
工夫している

14 2

強化を図る時には同じ内容で行う
事もあるが、季節やイベントに応じ
た内容を取りいれたり、活動プログ
ラムのねらいに応じた様々な内容
が取りいれらるように配慮している。

ねらいによっては繰り返し行うことで、強化・定着・
応用に発展していく力を身に付ける重要な支援方
法であるが、遊びの内容や課題がマンネリ化、マ
ニュアル化していかないよう、新しい視点での考え
方、遊びの内容、遊び方など、柔軟なプログラムが
建てられるよう、研修や助言を行っている。

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

15 0

個の発達段階に応じて個別療育、
集団療育を組み合わせた計画を作
成し、療育を提供している。集団適
応が課題である場合はねらいに
沿って集団療育のみの場合もある。

個の発達段階やねらいに沿って療育形態（個別支
援、集団活動）は変えつつ支援を提供。計画に反映
させていく。個々の状況に応じて今後も作成をして
いく。

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

14 1

療育後に職員間で支援の振り返り、
当日には支援内容の確認、役割分
担等を話しあい、統一したねらいの
もと療育をしていく様、確認してい
る。

共通理解を図るために療育前に活動内容、支援方
法などについて確認をする。

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

11 5

療育終了後、療育指導者同士で話
し合いを持つようにしている。毎日
記録を欠かさず書くようにしており、
振り返りは行っているが必ずしも全
員とは言えない。

保護者から相談を受けた時はグループ内で共通理
解を図るようにしている。勤務時間、業務量が職員
によって異なり、振り返りができない職員や時があ
る。
隙間時間を見つけて情報共有や話し合いができる
よう努力している。

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

16 0

記録は欠かさず取るよう徹底してい
る。気づいた点、その日の様子変化
等を記録している。

支援記録の漏れがないか、定期的にチェックしてい
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

15 0

定期的にモニタリングを実施、6カ月
に1度は支援計画の見直しを行って
いる。保護者との懇談を行い確認す
る時間を設けている。

モニタリング時期を把握し、責任を持って取り組め
るように、児童発達支援管理責任者の他にモニタリ
ング実施状況を把握する担当職員を設け、確認を
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

15 0

療育支援の担当者が参加。同じ集
団等で支援している職員が参加す
る事も有る。

日ごろ療育をして状況が分かっている担当職員が
参加する。相談事業所等の事業所によって会議の
参加者の力量の差は差が大きいと感じることがあ
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

13 0

保育園幼稚園等との連携を図り、
支援を行っている。
保健センターや相談支援事業所、
行政機関(子育て支援課、障害福祉
課等)との、連携も図っている。

必要に応じて連携を取り合い、情報を共有し合いな
がら支援を展開できるようにする。

23

（医療的ケアが必要な子どもや重症
心身障がい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

14 0

対象となる子どもは、必要に応じて
様々な関係機関(医療機関、相談支
援事業所、学校等)と情報共有を
図っている。

継続。

24

（医療的ケアが必要な子どもや重症
心身障がい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

9 4

対象となる子どもは、協力医療機関
(大垣市民病院)があるため、連絡を
とれる体制は整えている。小児科に
ついては嘱託医として非常勤では
あるが契約している。

継続。医療的ケア児か通える施設が少なく社会資
源不足を感じる。そのため、会議等で意見の提言を
してく。

25 移行支援として、保育所や認定こど 15 0
就園していく子に引き継ぎ書を作成 継続。
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チェック項目 はい いいえ 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

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

14 0

就学していく子に引き継ぎ書を作成
し、電話などを利用ながら情報提供
をする場合もある。保護者同意の
上、情報の提供を行っている。

継続。

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

14 0

地域の児童発達支援事業所が複
数参加しているケース検討会、県の
委託事業として行われている障害
幼児研究会等の研修への参加、発
達障がい支援センター職員による、
実践研究会の助言など適宜受けて
いる。

継続。

28
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

9 5

地域貢献の行事の一環として近隣
の保育園を招いているが、コロナ過
の影響で当園児と時間が重ならな
い方法で実施しているため交流は
ない。
東高校の生徒が実習に来たり、東
高校の生徒が遊びの計画を立てて
くれて、当学園の園児が東高校に
出向いて「おかいものごっこ」などの
遊びの交流の場をもつ機会があ
る。

保育園等のぴよぴよなど情報提供はしている。

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

9 6

暮らしを支える協議会(旧、自立支
援協議会）の中の子ども支援部会
や、地域の発達支援会議など担当
職員が参加している。

子ども支援部会や発達支援会議などへ参加する中
で意見を提言する。

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

14 1

療育終了後等に時間を設け、子ど
もの発達、ねらいや課題について話
す場を必ず設け、共通理解を積極
的に図っている。

活動の終わりにどんな目標で活動したのか、どんな
様子で家庭でできることは何かを伝えるようにして
いる。

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

9 6

保護者にアドバイスや相談等はそ
の都度行っている。

継続。
就学説明会を開催し、公認心理士による保護者向
け勉強会を実施。

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

15 1

契約時に運営規程の説明、重要事
項等の説明(利用者負担を含む)、
しっかりとした説明の後、契約書を
かわすようにしている。

継続。

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

16 0

個別支援計画を作成し、保護者に
説明し、事前に同意を得ている。ガ
イドラインに基づき支援計画を作成
している。

継続。

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

15 1

定期的な懇談以外にも、必要に応
じ、随時保護者からの相談を受けて
いる。

継続。

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

15 1

保護者会の役員会で意見を聴収し
ている。会員数が多いため、保護者
会の伝達ボードを作り、伝達事項を
記載し、広く周知できるようにしてい
る。

継続。

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

15 1

相談の内容に応じて随時、適任者
が対応。療育後に振り返りや保護
者からの相談を受けられる時間を
作り、迅速に対応している。

継続。

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

15 0

定期的に会報を発行、活動内容
や、行事予定を掲載、保護者向け
に発信している。ホームページ等で
も情報を発信している。

定期的な会報「ひまわり」通信の発行、ホームペー
ジの掲載の継続。およびLINEでの連絡。

38 個人情報の取扱いに十分注意している 15

守秘義務を遵守。他機関との連携
で使用する場合は保護者に承諾書
をとるなど徹底している。ホーム
ページの写真等は、同意がないも
のは使用を控え、個人が特定でき
ないよう配慮している。

継続。
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チェック項目 はい いいえ 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

39
障がい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

16

療育内容の流れを写真で提示、視
覚情報と聴覚情報を同時に入力で
きるよう、ことばと動作を付けるなど
配慮。運営規程や重要事項等には
ルビをふるなど配慮している。

児童の特性に合わせて配慮していく。

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

14 1
地域貢献事業（ひまわり開放日・移
動動物園）の実施。

年３回は施設開放を行っているるため、今後も継
続。

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

13 3

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は策
定済み。不審者侵入緊急事態に備
えて、防犯訓練等の実施はしてい
る。感染症に関しては流行時期に
合わせて対処方法を確認。

継続。
周知については今後、研修会や掲示等をしていく。

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

15 0

職員、保護者には毎月1回は、様々
な想定で訓練を実施している。

継続。

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

13 2

利用開始時や、療育前、懇談等に
必要な情報を聞き把握するようにし
ている。保護者から、医師からの指
示や薬について説明を聞いている。

継続。

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

9 5

今年度はコロナ感染予防のためお
やつ提供はしていない。
保護者への確認のみ。

医師の指示だけではではなく、保護者の申請による
場合もあるが、アレルギー物質の把握は行ってい
く。また担任のみではなくグループ内でも把握に努
める。

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

16 0

毎月提出、集計し、配布。委員会を
通し事例、解決方法を共有し、会議
等でも事例について研修会を行な
う。

毎日報告をし、1か月に一度まとめ会議等で周知し
ている。

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

16 0

虐待防止のため、チェックリストを作
成、3ヶ月間隔でチェックし、集計。
権利擁護虐待防止委員会を中心に
活動。

虐待防止のため、権利擁護虐待防止委員会を中心
に、アンケートやチェックリストで現状を把握するな
ど、適宜意識向上の対応を図っている。研修会を開
くなど、職員の資質向上も行っている。

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

15 0

直接的な身体拘束を行う必要があ
る児童は今の所いない。万が一身
体拘束を行う場合はしっかりとした
保護者への説明同意のもと、計画
書に記載し行う。

身体拘束を行う必要のある該当児がいない為、計
画表への記載はしていないが、あれば記載する。

非
常
時
等
の
対
応

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等



公表：　令和4年１１月１日

事業所名　　大垣市立ひまわり学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）273　　　回収数　216 割合　　79　％

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 195 17 1 0

・人数が増えすぎて少々狭く感じるときがあ
る。
・安全に配慮されている。
・子ども４人だと狭いと感じる。
・体操をするときは少し狭いと感じるときが
ある。
・人数に対して部屋が狭い感じがします。
・クラス配置は仕方ないとは思うが、活動に
よっては少し狭いと感じるときがある。
・廊下が暗い。
・子どもの姿が（窓から）見れません。時間
を区切るなどをして平等に見える様にしてほ
しい。ずっと場所を動かず少しも見れない日
がよくある。

・基準は満たし、スペースを
確保しておりますが、活動内
容によっては感覚的に狭く感
じることはあるかも知れませ
ん。今後も遊びや活動が十
分にできる広さを確保し、整
理整頓を心掛けてまいりま
す。
・廊下を明るくすると部屋の
中が見にくいため、あえて電
気をつけない場合もありま
す。

2
職員の配置数や専門性は適切で
あるか 194 14 0 0

・不慣れな先生でも声掛けはたくさんしてほ
しいです。
・保護者、児童側から不足は感じませんが、
先生がたの負担が大きくなりすぎていない
か心配です。
・周期的に先生の入れ替わりがあり、良いと
思います。先生の配置数も十分です。
・今年度は言語聴覚士の先生が携わって下
さりありがたいですが、クラスごとに専門性
や適任かどうかの差が大きいと思います。
・バリアフリーではない。
・十分満足。
・出入りしている保護者なのか職員なのか
見わけができず困りました。名札等で職員
の名前を知りたいです。
・建物は古いせいか壊れていてもそのまま
の棚の扉や、たまに流れないラジカセは療
育に使えなければ意味がないと思う。
・どの方に専門知識があるのか分からず専
門的なことを訪ねにくい現状ではある。
・目が行き届く人数の先生にいていただい
てありがたいです。

・法令に基づき、適切に配置
しています。保育士、児童指
導員を中心に、言語聴覚
士、社会福祉士、介護福祉
士、教員資格など専門職も
配置しています。今後も専門
的に療育の意図を話してい
けるよう努力し継続していき
たいと思います。

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

165 32 3 0

・先生によって絵カードを使ったり使ったり使
わなかったりで、子どもに分かりやすく絵
カードを使うことを統一してほしい。
・廊下に誘惑されるものがたくさんあり、なか
なか部屋にたどり着かず寄り道が多くなる。
・乱雑な印象はある。
・冬場の水道での手洗いが冷たくていつも
渋っています。でも家では蛇口で水が出るタ
イプではないので新しい建物になっても蛇
口を採用して欲しいなと思いました。
・夏は暑く冬は寒い。支援には環境が大切
だというがほど遠いと思われている方が多
い。設備が古いため心地良いとは思えない
ことが多い。
・ミラーガラスが小さくて見えにくい。ドアなど
改善してもらえるとありがたい。
・椅子にも自分の名前のシールを貼って頂
いていますが、好きな色や動物、食べ物な
どのイラストも一緒に書いてあると、自分の
席と認識しやすくていいかもしれません。
・トイレが小型の子どもトイレだとより良い。

・子どもに対しては視覚支援
が必要なグループには流れ
を写真で示したりして適宜行
わせていただいております。
・安全性はもちろんのこと、
子どもに合わせた環境づくり
を心がけ、子供に分かりや
すい部屋の配置や関わり方
を実施していきます。

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

191 20 1 2

・その日の活動に必要な環境になっている
と思います。
・暑い。
・息子が良く寝転ぶのですが、カーペットは
清潔なのか少し気になります。
・毎回丁寧に作成して頂けて説明してもらえ
ている。

・老朽化や建て付けの面で
廊下の電気の暗さなどは否
めませんが、環境整備、清
掃は心がけております。建て
替えを控えておりますが引き
続き今後も環境整備に努め
ていきます。

環
境
・
体
制
整
備

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 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

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

197 6 1 9

・通所を初めてまだ１か月ほどです。分から
ない部分が多いです。

・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うえ
での個別支援計画を作成し
ています。今後も、具体的で
生活面で活かせる支援計画
作成、更新をしていきます。

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

180 12 0 21

・面談時希望を聞いてもらって療育時の内
容を考えてもらっている。

・保護者のニーズ、子どもの
特性を適切に評価し、客観
的な視点で支援計画を立案
できるようにしていきます。

7
児童発達支援計画に沿った支援
が行われているか 197 6 0 11

保護者のニーズ、子どもの
特性を適切に評価し、客観
的な視点で支援計画を立案
できるようにしていきます。

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 191 9 0 16

・いつ来ても違う遊びをしていただき感謝で
す。子どもも楽しみにしています。
・専門性のあることや合っているのかは分
からない。
・いろいろ工夫して頂けています。
・いろいろプログラムがあり大変満足。
・さまざまな遊びがあり、楽しんでいる様子
です。パズルはあまり好きではないようで
す。
・毎回参考になる遊びを考えてもらってい
る。

・支援計画をもとに、日々支
援内容や方法を検討し、修
正を行なっています。

・マニュアルなどを使わず、
子ども個人の変化、成長、興
味に合わせたプログラムを
準備、実施し、子どもの自己
肯定感を上げるような取り組
みを積極的に行っていきま
す。

9
保育所や認定こども園、幼稚園等
との交流や、障がいのない子ども
と活動する機会があるか

108 23 15 71

・交流があることを知らなかった。
・コロナ禍のため、体験していないので分か
らない。
・コロナのため難しそう？という認識。
・すもと保育園のピヨピヨのみの参加でいま
だになんとも言えないです。
・コロナ禍からの入所だったので早くそういう
活動ができれば嬉しいです。
・知らないだけだと思います。
・園訪問をして、意見をもらえるので助かっ
ています。
・幼保園に通っているのでひまわり園内で
の交流はない。
・コロナ過なので仕方がないと思うが、支援
計画にある子育てサロンなどの案内は一度
もされたことが無い。
・三者面談、四者面談など相互理解（本人
以外）（本人含め）のためにもやってみた
い。
・ひまわり学園としてそういった機会を設け
ているかは分かりません。
・まだ参加したことが無い。

・お子さんによっては交流す
る事が難しい場合もあります
が、市内の保育園で行われ
る、交流会への参加を促した
り、紹介をさせて頂いている
場合もございます。
・コロナ禍の中で自粛要請が
入り、交流が現在は持ちにく
いのが現状です。
・事業所の行事への地域住
民の招待など地域に開かれ
た事業の運営を行っていま
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 193 8 3 9

・契約時には必ず書面にて
説明をさせていただいており
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

187 9 3 12

・計画を作成していただいた事業所と療育
施設との連携がどれほどされているのか書
面等での説明をしていただきたいです。
・丁寧に説明してもらっている。アドバイスも
具体的にしてもらえている。
・家でできる事をアドバイスしてもらってい
る。

・発達支援、家族支援、地域
支援の項目を盛り込み支援
内容を今後も設定し、今後も
保護者の同意を得ていきま
す。また支援内容の説明もさ
せて頂きます。

適
切
な
支
援
の
提
供

保
護
者
へ
の
説
明
等



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

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

135 31 7 40

・療育後に先生から「今日はこんな遊びをし
た。こんな目的で。家ではこうすると良いで
すよ」と療育のねらいを丁寧に教えて下さり
ます。
・授業分の説明を受けているものの、集中
できない状況であったりと自分自身理解に
乏しいと感じている。
・ペアレントトレーニングを行ってほしい。
・就学に向けて興味があります。お勧めの
書籍や講座があったら知りたいです。
・していただいているのかもしれないが、あ
まり実感はない。
・就学前講演会などはあるが定期的に保護
者のためにトレーニングを増やしてほしい。

・日々の療育の時に、出来る
限り保護者と話をする機会を
作り、子どもの状態や家庭で
の対応について保護者にア
ドバイスしたり、保護者の育
児の悩みや不安を気軽に相
談していただけるよう心がけ
ています。
・就学説明会を毎年開催し、
保護者に対して家庭支援の
機会を提供しています。

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

181 22 1 10

・たぶんできていると思う。
・ひまわり学園での様子と依家での様子が
違うので、相談したいがいつ聞いていいの
か分からない。
・毎回、できる様になったことなどを伝えても
らっている。

・スタッフによって差が出ない
ように、正しく評価し、子ども
のことを保護者、グループの
スタッフ全員、児童発達管理
責任者等で共有しています。
・より丁寧で分かりやすい説
明の実施を徹底していきま
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

192 11 2 9

・面談の度学びが多く、とても支えになって
いる支援の一つです
・とても丁寧に面談をして下さり感謝してい
る。いろいろなアドバイスもありがたく、日々
の生活に取り入れるようにしている。
・面談を希望したことが無いので分からない
が、希望したらすぐ時間を設けて頂きたい。

・保護者からの悩みについて
出来るだけ詳しく聞く対応を
し、スタッフ個人の意見として
ではなく、専門職がバック
アップできる体制になってお
り、事業所として責任ある言
動を徹底しています。
・話しやすい雰囲気、関係作
りを心掛け、事業所の理念
に基づいたアドバイスや対
応をさせていただきます。

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

98 36 18 61

・通園したばかりで他の保護者の方との交
流がないため分からない。
・保護者への負担を加味していただきつつ
運営して頂けていると思っています。
・父母会は活動していますが、それが「保護
者同士の連携」ではないような気がします。
・コロナ禍なのため仕方がない部分もあるか
と思います。
・今年は参加していないので分かりません。
・３歳未満でも希望次第で保護者同士の関
りが深まる機会があっても良いと思います。
・できればそういった機会に参加したい。

・役員会等への助言や、会
員数が多いため、掲示板等
の活用や情報伝達への協力
など支援をしています。
・保護者会で洋服等の不用
品の無償バザーを行い、収
集などの支援活動なども支
援しています。

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

187 13 0 14

・いつも相談に対して細やかなご配慮いた
だいています。クラス後に先生が気にかけ
て下さり、個別にお電話くださったこともあ
り、いつも子ども、保護者のことを考えて頂
いて感謝しています。
・相談する時間をつくってもらったり丁寧に
アドバイスしてもらっている。
・相談に乗ってもらえて助かっている。
・WPPSIの結果について詳しく説明して頂け
たので不安が軽減されました。結果だけに
とらわれ気味でしたがお話を聞けて私自身
の視野が広がりました。

・相談の申し入れがあった時
は速やかに対応しするよう心
掛けています。日頃の療育
の中や、療育後に話す機会
は必ず作っています。又、即
答が難しい場合は、時間を
頂きますが、必ず返答ができ
るよう努めています。
・今後も、分かりやすいご説
明と配慮を行っていきます。

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

193 9 0 7

・今までなかったコロナ禍により新たに情報
共有が必要かなと思います。家族の職場で
こども園で休校になったら、出社してはなら
ないという会社規定があるため、コロナの状
況は、LINEだけでなくホームページ等でも現
状が誰にでもわかるようにしていただけると
助かります。LINE情報は少し不足と感じま
す。
・視覚優位な所があるため、絵カードを採用
してもらえればうれしいなと思いました。今
日やることを絵カードにしてもらえると理解
できるかな？と思いました。

・ポケトークを購入し、通訳
が必要な場合利用すること
があります。
・個人情報には十分配慮し
た上で、ホームページでひま
わりでの取り組み等をお知ら
せしていきます。
・公式LINEは、コロナ感染症
に関する情報や行事のお知
らせ、各グループで必要な持
ち物など、必要な時に発信さ
せてただいております。

保
護
者
へ
の
説
明
等



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

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

156 18 3 32

・LINE公式グループはあまり活用されてい
ないような気がします。HPは通所されている
方はあまり見る機会が無いように感じます。
・毎月ひまわり広報誌で話をさせてもらって
いる。

・定期的に会報を発行。ホー
ムページ等での行事等の活
動などをアップし、広く知らせ
ています。療育や施設に対
するアンケート結果について
も公表し、ホームページ等で
発信しています。また会報に
ついては配布物以外にも、
廊下に掲示させていただい
ております。
・各部屋と廊下の間の扉に、
行事予定を毎月掲示させて
頂いております。

19
個人情報の取り扱いに十分注意さ
れているか 187 8 0 13

・他機関等の連携で情報書
面を扱う時は必ず承諾書を
頂いています。個人情報保
護法に基づき守秘義務を遵
守しています。
・個人情報の取り扱いについ
ては、定期的に注意喚起す
ることでスタッフ一人ひとりが
気を付けるように促していま
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
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。

129 20 8 51

・１番初めに説明されたかもしれませんが忘
れてしまいました。ただ、非常口などはある
ので分かります。
・今年は防災訓練に参加してないですが、
感染対策はしっかりされている。
・園でコロナが出て学級閉鎖になった時、療
育に行っていいのか判断に困った。マニュ
アルを頂きたい。

・各種マニュアルは策定して
あり、完備しています。毎月1
回、様々な想定のもと訓練を
実施していますが、該当時
間に利用がない場合、訓練
には多くの方が参加していた
だけるよう、なるべく、曜日や
時間を固定せず、様々な時
間帯で今後も実施していきま
す。
・3蜜対策については巡回し
ながら、啓発に勤めていきま
す。
・防犯面については不審者
侵入訓練を実施しました。今
後もより実践に活かせる訓
練を検討して参ります。

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

115 27 9 57

・避難訓練が行われているのは知っていま
すが、タイミングの関係か、約２年一度も参
加できませんでしたので、参加できなくても
避難通路などを教えてもらえると良い。

・月に1回の訓練を実施して
います。日時や曜日、場所、
様々な状況を想定し、今後も
継続していきます。
・感染予防対策は出来る限
りの実施、協力依頼を行って
います。

22
子どもは通所を楽しみにしている
か 191 16 0 4

・すごく楽しみにしてます。
・「ひまわりに行く」と伝えると「やったー！」
と言って通所を楽しみにしています。
・もっと通いたいと言っている。
・いつも楽しそうに通っています。
・約２年通園させていただきました。本当に
ありがとうございました。親子そろってひま
わり学園が大好きでした。
・大変満足している。
・毎週とても楽しみにしている。「ひまわり行
きたい」と母親に言ってきます。
・毎回行くのを楽しみにしている。
・先生方が常に明るく子どもに接して下さり、
触れ合ってもらいとても嬉しいです。
・楽しいのか、帰るのを嫌がります。
・支援おかげで母子ともに成長できました。
・初めは嫌がったが先生たちが優しいので
笑顔で通っている。
・療育の前半と後半で本人の様子がだいぶ
違うので前半から楽しく気持ちを切り替えれ
るように支援したい。
・毎週とても楽しみに通っています。嬉しす
ぎてテンションが上がり過ぎているほどで
す。
・お昼寝の時間に起こして連れてこなけれ
ばならず、何とかならないかな思っていま
す。

・お子さんが楽しんで療育に
参加できるよう様々なプログ
ラムを今後も用意し、活動で
きるよう配慮していきます。

保
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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

23 事業所の支援に満足しているか 200 10 0 1

・大変満足です。このご時世、何かと大変で
すが、いつもありがとうございます。
・根気よく向き合って頂けて非常に感謝して
います。
・コロナ禍でやりにくい所があるかと思いま
すがいつも楽しいことを取り上げて授業を
行ってくださっているので有難いです。
・一人一人の個性や特性を理解してくれた
上で対応して下さっているので子どももここ
最近急に成長したと感じることが多々ありま
す。
・体で動かして遊ぶの次は微細運動などメリ
ハリがあって良いと思います。
・昨年のクラスでは毎回終わりの時に今日
はこういう遊びをした理由などを説明してく
れて分かりやすかったが、今年はそれがな
いので何のためにやっているのか分からな
い。
・保育園などに行っていないので一人では
どうして良いかわからなかったので、計画を
立てて支援してくれてとても助かる。

・今後も事業所の支援に満
足していただけるよう、保護
者の方と一緒になって子ども
の事を考えていく姿勢で関
わり、共通理解のもと支援を
進めていきたいと思います。

○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。
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