
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

24 2

・広々と明るい室内でいつも伸び伸
びと過ごさせていただいています。
・部屋の飾りの変化があり、⼯夫さ
れていると思う。

・引き続き、安全に遊べるよう、
⼯夫していきます。
・季節に合わせての模様替え等、
引き続き、⾏っていきます。

2 職員の配置数や専⾨性は適切であるか 26

・⼦どもの変化にきちんと意味を教
えていただけるので安⼼します。
・時々疑問に思うことはあるが、そ
の都度問い合わせて解決して頂いて
います。

・より詳しくご説明するととも
に、保護者さんと⼀緒に取り組ん
でいければと思います。
・疑問点や不安点はすぐに対応で
きるよう、引き続き体制を整えて
いきます。

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

24 2

・⽞関などはバリアフリーではな
かったかもしれません。
・トイレも⾏きやすく、事故が起こ
りにくい設備だと思います。

・再度、検討し必要に応じて、設
置していきます。
・常に何かあれば対応できるよ
う、環境を整えていきます。

4
⽣活空間は、清潔で、⼼地よく過ごせる環境
となっているか。また、⼦ども達の活動に合わ
せた空間となっているか

25 1 ・よく掃除されている。 ・引き続き実施していきます。

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

26 ・親の思いをよく聞いて相談に乗っ
ていただけています。

・何かあればすぐにご相談いただ
けるよう、環境を整えていきま
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

24 1
・契約時からきちんとされている印
象があり、安⼼できます。

・引き続き、お⼦様に合わせた⽀
援内容にするとともに、保護者さ
んに安⼼して利⽤していただける
よう、取り組んでいきます。

7
児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われて
いるか

26

・本⼈の興味やペースを⼗分に配慮
した上で、どの先⽣も丁寧に関わっ
て下さっている事、とても嬉しく思
います。
・⼦どもの成⻑をきちんと理解して
いただいています。

・引き続き、お⼦様に合わせつ
つ、発達を促していきます。
・計画をもとにお⼦様の成⻑のサ
ポートを⾏っていきます。

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

23 3

・⼦どもの興味に合わせて下さるの
で、同じ内容になりやすいと思いま
すが、遊びの提案をして頂ければよ
り良いと思いました。
・時々外で運動できたらと思いま
す。

・同じ遊びでも少しずつ変化を加
えたものを提案する等、⼯夫して
いきます。
・フィールド療育を実施しており
ますので、ご都合が良い⽇に希望
していただければと思います。

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

4 5 6 10

・コロナ禍のため（どちらともいえ
ない）
・運動1時間では無理だと思います。
・そういった機会があれば良いと思
うが、現在の利⽤の時間や回数内で
そういう機会を設けるのは難しいと
思うので、特に必要を感じていませ
ん。
・外部との交流はあえてなくてもい
いです。通所してる⼦との同室で⼗
分な交流だと思います。

・現在は⾏っていませんが、声が
あがれば、検討していきます。

公表：令和 3年 3⽉ 23⽇

事業所名 スパーク草津店             保護者等数（児童数）：44  回収数：17 割合：61％
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保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）



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

25 ・わかりやすかったです。
・契約時にありました。

・引き続き、丁寧な説明を⾏って
いきます。

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

25 1
・時期になれば、きちんと説明して
いただき、⾒直しもされるので、安
⼼できます。

・引き続き、安⼼して利⽤してい
ただけるよう、説明を⾏っていき
ます。

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

12 7 2 5

・毎回終わりに説明頂けるので、直
接話す時間があると質問しやすいの
で、助かっています。
・ペアトレーニングというほどの話
し合いではないような。アドバイス
などには、ありがたいと思っていま
す。

・引き続き、お⼦様の様⼦や療育
内容等、お話できる時間を作って
いきます。
・プログラムとしては設けていま
せんが、何かあればいつでも相談
していただけるよう、⼯夫してい
きます。

13
⽇頃から⼦どもの状況を保護者と伝え合い、
⼦どもの発達の状況や課題について共通理
解ができているか

26

・前回と⽐べてなど、説明がはいる
ので、変化がわかりやすいです。
・最後のフィードバックで⽇頃のこ
と、今回と以降の療育について⾒通
しを話して下さっているので、親も
ただ遊ぶたけではなく、この反応や
⽬線など、先⽣のお話を参考に毎回
⾒られています。

・お⼦様の⽇々の変化をより感じ
ていただけるよう、引き続き、お
伝えしていきます。
・⽀援計画をもとに、引き続き、
安⼼してご利⽤していただけるよ
う、⼯夫していきます。

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

24 2

・いつも親⾝になってアドバイスを
いただいています。話しやすいので
つい喋り過ぎてしまいます。
・話しやすい雰囲気で助かります。

・保護者さんにとっても安⼼して
過ごせる場の⼀つとなるよう、取
り組んでいきます。

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

3 4 9 10

・コロナ禍のため（どちらともいえ
ない）
・特にないが、コロナが収まれば
⾊々できるかもしれない。
・こちらの施設を利⽤する上で、特
に⽗⺟の会等の必要を感じていない
ので、現状で満⾜しています。
・保護者同⼠のつながりが持てると
将来をみすえ、この先も⼼強いなと
期待しています。

・コロナウイルスの状況やご利⽤
者さんの声を聞きながら、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

24 1 1
・コロナ対策についても、⾊々な意
⾒を取り⼊れてすぐ実⾏されている
のは、すごいと思います。

・引き続き、迅速な対応を⼼掛け
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

26

・メールの返信が早くやりとりしや
すいです。
・必ず話し合いの時間はとっていた
だけるので安⼼。

・引き続き、迅速な対応を⼼掛け
ます。
・コロナウイルスの影響で以前よ
り短くなっていることもあります
が、引き続き、安⼼して利⽤して
いただけるよう、⼯夫していきま
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

15 3 2 6

・教室にもアンケート集計があった
りと情報発信は、きちんとされてい
る⽅だと思います。
・会報やホームページを活⽤される
より、今のように個別でメールをも
らい情報を発信してもらえるのが良
いです。

・紙媒体やSNS、メール等様々な
媒体を利⽤して、負担なく情報を
受け取っていただけるよう⼯夫し
ていきます。

19 個⼈情報の取扱いに⼗分注意されているか 26 ・⼈数が限られていることもあり、
きちんとされていると思います。

・引き続き、取り扱いに⼗分注意
していきます。
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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

16 4 5

・契約の際、コロナ感染予防対策で
原則下の⼦を連れてきてはいけない
という説明がなく、後⽇メール配信
で知った。
⺟と離れることに抵抗があるので⼀
緒に過ごせるスパークをえらんだの
で、今後相談室を締め切っての過ご
し⽅に不安がある。
・訓練はされていませんが、市役所
がすぐそばにあり、防犯、防災に対
しては、安⼼しています。
・コロナ禍で対応、対策に苦慮され
ているかと思いますが、⼗分されて
いると思います。

・新規のご利⽤者様にも最新の情
報を伝えられるよう気をつけてい
きます。またコロナ感染対策をし
つつ、皆様に安⼼して過ごして頂
ける場を提供していきます。
・今後は、利⽤者さんも含めてよ
り実践に近い形で訓練ができるよ
う⾒直していきます。

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

5 6 4 11

・コロナ禍のため（どちらともいえ
ない）
・1時間の授業では、無理だと思いま
す。ただ、避難場所の地図とか対応
などがあれば、より安⼼かもしれま
せん。
・されているかもしれませんが、ま
だ通い始めたばかりなので。

・現在は、職員のみでの訓練のた
め、利⽤者さんと⼀緒に⾏うこと
や避難場所の掲⽰等、再度⾒直し
ていきます。

22 ⼦どもは通所を楽しみにしているか 24 1 1

・事前には理解できず、わからない
が、とても楽しんでいます。
・少しまんねりしている様⼦もあり
ますが、基本的には楽しみにしてま
す。
・とても楽しく通えています。
・「スパーク」とよく⾔って、⾏き
たがっています。
・嫌がることなく、笑顔で遊んでお
り、楽しそうです。

・お⼦様に事前にどういう場所な
のかわかるよう、情報を発信して
いきたいと思います。
・療育内容が同じにならないよ
う、またお⼦様に楽しく継続して
いただけるよう、⽇々療育内容の
⾒直しを⾏っていきます。
・引き続き、楽しく安⼼できる場
所を提供していきます。

23 事業所の⽀援に満⾜しているか 26

・満⾜しています。
・いつも温かくじっくり関わってい
ただき、本⼈にとっても私（⺟）に
とっても居⼼地の良い時間を過ごさ
せてもらってます。
・⽇数たくさん⼊れたい⽅が多いと
思うので、事業としてどんどん発展
してもらえたらと思います。
・⼦ども本⼈がとても楽しみに通所
しており、思っていた以上の成⻑ぶ
りも⾒られ、⽇頃の先⽣⽅の療育の
おかげだと⼤変満⾜し、感謝してお
ります。
・毎回、⼦どもの成⻑やできたこと
を⾒つけてくださるので、安⼼して
通えます。

・今後もお⼦様にとっても保護者
さんにとっても安⼼でき、成⻑を
感じていただけるよう、職員⼀同
で取り組んでいきます。
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