
事業所名　めだかのいっぽ

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

12人 １人 ０人 ０人 ・その日の人数による
・スペースは十分に確
保されていると思いま
す

ウィルス感染防止策としても、リ
ズム遊び時の分散や食事の
テーブルの配置など、よりス
ペースを確保できるよう配慮し
ます。

② 職員の配置数や専門性は適切であるか

11人 １人 ０人 １人 ・OTやSTの先生がい
らっしゃったらありがた
いです。
・どのくらいが適切か
知らないので…

事業所によって配置数は違い
ますが、めだかのいっぽでは比
較的多い人数のスタッフが支
援を行っています。OT、STの
勉強会を実施予定です。

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

13人 ０人 ０人 ０人

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

13人 ０人 ０人 ０人 ・いつも清潔で気持
ち良く通えていま
す。

昨年度末に床の改修工事を行
いました。
ウィルス感染防止策として室
内、使用した物の消毒を行って
います。

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

11人 ０人 ０人 ２人 ご家族からの情報、日々のお
子様の様子、成長記録表、個
別面談などを参考に個別支援
計画を作成しています。

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

10人 ０人 ０人 ３人 地域支援はお子様がめだ
かのいっぽ以外での環境で
過ごす際の活動支援を意
味します。必要に応じて、ご
相談をお受けしたり情報提
供をしています。

⑦
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか

11人 ０人 ０人 ２人 計画が日々の支援に反映
されるよう、定期的なミー
ティングを実施しています。

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

9人 ４人 ０人 ０人 月ごとに曜日を変えて組んでい
ます。音楽・体操・わらべうたは
今後も曜日が固定になります。
活動内容を定期的に見直しな
がら新たな活動を取り入れてい
くようにします。

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

１人 7人 ２人 ３人 ・今はコロナなのでど
ちらともいえない
・コロナなので…
・コロナの関係で今年
度は少なくなっても仕
方ないかと言う気がし
ます。

今年度は中止となりましたが、
法人主催のじゃがいも収穫祭
は地域のお子さんとの交流の
場になっています。おもちゃ図
書館も交流の場の一つです。
めだかのいっぽでは兄弟保育
の受け入れも行なっています。

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

１２人 ０人 ０人 １人 契約時に説明をしています。運営規
定は室内にファイリングされていま
すのでいつでもご覧いただけます。

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、支援内容の説明がされ
たか

12人 ０人 ０人 １人 前期（４月）と中期（１０月）
に個人面談を実施し、個別
支援計画についての説明を
行っています。
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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

10人 １人 ０人 ２人 プログラムとしての実施は
ありませんが、母子登園時
にお話しさせていただき支
援に努めています。

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、共通理解がで
きているか

13人 ０人 ０人 ０人

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

13人 ０人 ０人 ０人

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

10人 ２人 ０人 １人 昨年末の卒園式後の謝恩会から今
年度のバザーなど、保護者の皆様
にご協力いただいている行事がコロ
ナウィルスの影響で中止になり、具
体的な活動の実施はありませんでし
た。今年度の１回目の保護者会はリ
モートで実施いたしました。

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

13人 ０人 ０人 ０人

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

13人 ０人 ０人 ０人

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

１２人 ０人 ０人 １人 法人通信やいっぽだよりで
活動報告をしています。自
己評価は室内にファイリン
グされているのをいつでも
見ていただけます。ホーム
ページにも記載されていま
す。

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか
13人 ０人 ０人 ０人

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

9人 １人 ０人 ３人 各マニュアルはありますが
保護者の皆様に周知する
機会が少ないので、順次お
伝えできるようにします。職
員間では定期的にマニュア
ルについて共有し非常時に
備えています。

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

８人 １人 １人 ３人 ・まだ、その訓練を
体験していないの
で。

年に２回以上防災訓練を実施
し、その日登園された方にご協
力いただいて行っています。予
定表にて事前予告が間に合わ
なかった場合は室内の掲示や
報告等でお知らせしていきま
す。

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか

13人 ０人 ０人 ０人

㉓ 事業所の支援に満足しているか
13人 ０人 ０人 ０人

◎　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。※未記入の欄があった方は「わからない」に

カウントしました。
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