
公表：令和3年2月1日

事業所名：　そよかぜ（なかよしはうす）　

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

92% 4% 0% 4%

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 76% 8% 0% 16%

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化さ
れた環境*１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

76% 12% 0% 12%

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

96% 0% 0% 4%

子ども達がホールで
自由に遊んでいるの
で、心地良く過ごせて
いると思います。

子ども達が、のびのび
と安心して過ごせるよ
うに環境設定していま
す。また清潔に気を付
けて換気、消毒などを
行いながら、毎日清掃
しています。

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*2が作
成されているか

100% 0% 0% 0%

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

88% 8% 0% 4%

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

100% 0% 0% 0%

8
活動プログラム*3が固定化しないよう工夫
されているか

96% 4% 0% 0%

音楽療法があったり
散歩などの粗大運
動、制作等の微細運
動を子ども達が楽し
めるように工夫され
ている。

季節を身近で感じ触れ
ることができるように、
季節ならではの遊びや
制作等も取り入れてい
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

48% 16% 8% 28%

障害があって利用し
ているので今の未就
学の時点で交流はさ
ほど求めていない。
コロナのこともあり今
のお友達の交流で十
分。

同年齢の子ども達と関
わる機会があること
で、普段見たり聞いた
りできないような遊び
が広がります。そして
様々な動きや言葉、音
や声等が刺激になって
いると思います。今年
度はコロナウイルス感
染拡大防止のため交
流の場がありませんで
したが、機会があれば
交流していきたいと考
えています。

保護者等数（児童数） 27 名　回収数 25 名 回収率 93％ 
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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

80% 8% 0% 0%

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

96% 4% 0% 0%

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*4等）が行われているか

52% 12% 16% 20%

適切なアドバイスは
連絡帳などで頂いて
いる。私たち親の就
労状態で頻繁に対面
での支援は難しいの
で今のままで充分。
ペアレントトレーニン
グ方法学ぶ機会がな
い。

普段は連絡帳等でアド
バイス等をさせていた
だいていますが、ペア
レントトレーニングを保
護者の方に知ってもら
う場を提供する予定で
います。今年度はコロ
ナウイルス感染防止の
ため場の提供ができま
せんでした。

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% 0% 0% 0%
すごく細かく連絡帳で
知らせてもらえる。

毎日の連絡帳等を通
して、私達も家庭での
様子を教えていただ
き、保育の参考にさせ
ていただいています。
共に子ども達の成長を
共有することができ嬉
しく思っています。

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

92% 4% 0% 4%

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

32% 32% 8% 28%

月一回の親子通園
日があり、多少の他
の保護者との交流が
出来ています。昨年
は保護者同士の会
はありましたが、今年
はコロナでなかよし
広場も無いので仕方
がないと思います。
交流の場がない為マ
マ友ができにくい。情
報交換もできない。

就労されている保護者
の方も多くいらっしゃい
ますので、交流の場が
少なくなってきている
のが現状です。また今
年度はコロナウイルス
感染拡大防止の影響
で交流の場がほとんど
ありませんでした。保
護者の方の交流の場
が安全に提供できるよ
うに再検討していきま
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

96% 0% 0% 4%

相談やこちらの要望
にはすぐに返事があ
り、多少の過度なお
願いにも出来る範囲
で十分に対応して下
さる。
送迎バス乗り降りの
際、保護者の手に渡
るまで、見守り解除を
してもらいたいです。
こちらもできるだけ介
助していくのでお願
い致します。

相談や申し入れについ
ては各部署に相談し、
迅速に対応していま
す。送迎バスでの意見
も保育士間で再確認し
ました。保護者の方か
らの意見は私達の意
識の向上にもなり、参
考になっています。

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

100% 0% 0% 0%

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

68% 8% 0% 24%

HPなどは情報保護も
あり無い。しかし会報
やお知らせですぐに
親に知らせて頂きあ
りがたい。

毎月お便り等で行事予
定や連絡事項等をお
知らせしています。そ
の他行事の詳細や外
部からのお知らせ等も
その都度配布していま
す。

19
個人情報の取り扱いに十分注意されている
か

92% 4% 0% 4%
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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

76% 12% 0% 12% 豆に知らせてくれる。

今年度は特にロナウイ
ルス感染について、セ
ンターとしての対応等
を世間の状況なども踏
まえて、その都度発信
しました。

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

96% 4% 0% 0%

22 子どもは通所を楽しみにしているか 88% 8% 0% 4%

イキイキとした表情で
喜んで行っている。
地域の保育所であっ
た行き渋りも今は無
い。

地域と同じように集団
活動等を取り入れてい
ますが、一人一人の情
緒の安定を最優先に、
子ども達にわかりやす
く楽しめる療育や保育
活動を考慮していま
す。

23 事業所の支援に満足しているか 92% 4% 0% 4%

充分に満足してい
る。先生は皆明るくハ
ツラツとしている。医
療センターとの連携
も充分で心から安心
して預けられ感謝し
ている。

医療、リハビリ、、相
談、保育とそれぞれの
専門性を活かし、日々
情報を共有して支援し
ています。
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