
児童発達支援評価表（保護者） 

 公表：２０２０年４月５日         シュタイナー療育センター 光こども園 

  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 

ご意見をふまえた 
対応 

環
境
・体
制
整
備 

① 
子どもの活動等のスペースが充分に確保されてい

るか 
92％ 8％   

・星組の部屋の狭さ 
・走り回ったりする姿を見

ると、もう少し広い方がよ
いと思うが、配慮された目
の行き届く空間になってい

る。 

大きく体を動かす活動は
園庭、散歩などで行ってい

ます。 

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 100％    ・適切で安心  

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 

92％ 8％   

・視覚支援にもう少し力を
入れてほしい。 

・装飾などは余計なものが
なく、子供達に合わせた空
間づくりがされている。 

・考えられた空間で適切 

必要に応じて個別で対応
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 

100％    

・掃除を先生だけでなく、
子供達もしていて、綺麗に
保たれている。物の置き場

所も決められ活動に合わ
せて整理されている。 

 

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 

92％ 8％   

・特性に合わせた支援計
画を作成されている。 

 

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 

92％ 8％   

・きちんとされている。気づ

けない視点が見え、学び
が多い。 

 

⑦ 
児童発達支援計画に沿った支援が行なわれてい

るか 
92％ 8％   

・きちんとされていて心強
い。 

 

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 
92％   8％ 

・一人一人の特性を理解

し、日々活動してくれてい
る。 

 

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 
50％ 17％ 8％ 25％ 

・機会はないが必要性を感
じない。 
・星の光の子と接すること

が多いようですが、どのよ
うな交流ができているのか
知りたい。 

・よくわからないので知りた
い。 

園だよりでお知らせしま
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 
92％ 8％   

・説明はあったが、詳しくは
渡されたプリント等で見て

知る。 

 

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 

92％ 8％   

・されている。サポートがし

っかりしていると感じる。 

 

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 iv等）が行われているか 
92％   8％ 

・ほめ方や注意の仕方をも
う少し詳しく教えてほしい。 

・適切な助言で、特性を受
け入れながら子供と向き
合うことができ、日々頑張

れている。 

クラス懇談会や個別でお
伝えします。 

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 

100％    

・送迎時などに毎日どんな

ことをしたか、様子を教え
ていただけている。 

 



・送迎時やノートでやり取
りし、共通理解できてい
る。 

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 
92％ 8％   

・色々な経験やアドバイス

を教えてもらえて有難い。 

 

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 
75％ 8％ 8％ 8％ 

・保護者会がもう一回くら
い多いと有難い。 
・交流や日々の様子を知

るために、親子散歩の機
会があるとよい。 
・定期的に保護者会があ

り、他の子のことや園での
様子など知ることができて
いる。 

・支援されている。 

・保護者会、茶話会の開催
については次年度以降検
討します。 

・保護者の方が参加される
と日々の活動ができない
子もいるため、参観等は行

っていません。 

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 

92％ 8％   

・子どもの状態や家族の状
況に合わせ、親身になって
対応してくださり、本当に

助っている。 
・相談以上の答え、対応が
帰ってくる。 

 

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 
100％    

・気配りが細かく、理解が
あるので安心。配慮されて

いる。 

 

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 

67％ 17％  17％ 

・園だより予定や先生方の
紹介、レシピ、今大切にし
たいことが記事にされ、わ

かりやすくとても良い。 
・月一回のお便りで、先生
のこと、子供の活動などが

分かり楽しみにしている。 
・園だより、よい。「給食レ
シピ」参考になる。 

 

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか 92％ 8％   
・よくわからない。 次年度以降、懇談会等で

お知らせします。 

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 

58％ 17％ 17％ 8％ 

・風邪やインフルエンザ等
で休ませる基準があれ
ば、教えてほしい。 

・訓練をしていることは聞
いているが、緊急時の連
絡手段やお迎え等につい

て、具体的なことを周知し
てほしい。 
・説明は受けたが、娘に障

害があり訓練も難しい。本
当に災害があったときに大
丈夫なのか不安はある。 

・病気等での欠席の目安
を書面にて配布します。 
・訓練の詳細については、

園だより等でお知らせしま
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 
75％ 8％ 8％ 8％ 

  

満
足
度 

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか 92％   8％ 

・園に行きたい、楽しかっ
たと毎日言っている。 
・嬉しい、楽しいが表情や

声に出ていて元気に過ご
せている。先生も大好き。 

 

㉓ 事業所の支援に満足しているか 100％    

・子供の朗らかな変化を見
て、いかにいい支援が受
けられているのかが実感

できる。満足している。年
長さんまでなのが残念。 

 

 


