
公表：令和　５年　２月　１日

事業所名：れもんキッズ藍住

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

88.7% 1.6% 1.6% 8.1%
・全体的に開けた空間で部
屋も多い。・もう少し外で遊
べるスペースが欲しい。

引き続きスペースの確保に
努めてまいります。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 79.0% 1.6% 0.0% 19.4%
・多職種の先生が多く在
籍されているように思い
ます。

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造
化された環境※1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

82.3% 4.8% 0.0% 12.9%

・部屋に名前がついてい
たり、視覚的にも整理さ
れていてわかりやすいと
思う。

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

88.7% 3.2% 0.0% 8.1%

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

96.8% 3.2% 0.0% 0.0%

・面談の内容が反映され
ている。・的確な計画立
案とそれに沿った支援を
してくれていると感じる。

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

93.5% 3.2% 0.0% 3.2%

7
児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか

91.9% 4.8% 0.0% 3.2%

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

83.9% 3.2% 0.0% 12.9%
・1日の中でも色々なプ
ログラムがあっていいと
思う。

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

46.8% 6.5% 6.5% 40.3%
・特に無くても大丈夫で
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 98.4% 1.6% 0.0% 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

95.2% 3.2% 0.0% 1.6%

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

54.8% 12.9% 6.5% 24.2%
・ペアトレに参加し、子供
への対応の仕方が分
かった。

ペアトレの周知が不十分な
ところがありますので、改善
してまいります。

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

90.3% 4.8% 1.6% 1.6%

・小さなことでも伝えてく
れる。・活動内容をいつ
も楽しみに読ませても
らっている。

引き続き情報共有に努めて
まいります。
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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

83.9% 6.5% 3.2% 4.8%

・コロナ禍であまりできてい
ないと思い。・送迎などで直
接会えないが、面談時には
詳しく子供の様子を伝えて
くれている。

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

30.6% 11.3% 16.1% 41.9%
・コロナのため難しい。・
そのような会が開催され
いるか知らない。

保護者同士の連携ができる
機会を企画できればと考え
ております。

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

93.5% 4.8% 0.0% 1.6%

・いつも迅速に対応してくれ
ている。相談に対して専門
の先生が助言をしてくれ安
心した。・相談にはのってく
れているが、迅速ではなく
不安が残っている。

今後も相談などに対して迅
速・丁寧に対応していけるよ
う、職員一同努めてまいりま
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

85.5% 8.1% 0.0% 6.5%
・先生同士が共有できて
いないと感じることがあ
る。

情報共有について、より一
層意識して取り組んでまいり
ます。

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

58.1% 8.1% 3.2% 29.0%
・見ていないため分から
ない。

定期的に情報発信ができる
よう検討してまいります。

19
個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか

88.7% 1.6% 1.6% 8.1%
・電話連絡の優先順位を
守ってもらえなかったことが
ある。

個人情報の取り扱いについて、
より一層丁寧にするよう周知徹
底してまいります。

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

61.3% 9.7% 0.0% 29.0%
・訓練が実施されている
かどうか分からない。

訓練したことをしっかりとお
伝えできるようにいたしま
す。また、できるだけ多くの
方に参加してもらえるよう、
日程等調整してまいります。

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

50.0% 6.5% 0.0% 43.5%

22 子どもは通所を楽しみにしているか 90.3% 4.8% 1.6% 3.2%
・とても楽しみにしていま
す。いつも笑顔で接してく
れるので喜んでいます。

今後も楽しく通っていただけ
るよう努めてまいります。

23 事業所の支援に満足しているか 90.3% 6.5% 1.6% 1.6%
・みなさんとても親切で
す。・ここを利用して本当に
良かった。

今後も満足していただける
よう努めてまいります。
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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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