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公表：令和 ３年  ２月 １５日    

事業所名    通園めだか         保護者等数（児童数）２１名（２３名）     回収数   １９名   割合   90．4 ％ 

 
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  

環

境 
・ 

体

制

整

備 

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               
18   1 

・園庭もホールも広々使えてい

ると思います。 

・散歩する所に草や水があるの

で子供も楽しんで行っていま

す。 

 

②  
職員の配置数や専門性は

適切であるか     
13 3 1 2 

・職員の数は充分で、手厚くみ

て頂いています。 

・専門性にバラつきはあります

が、様々な視点で子どもを見

て伝えてくれるので園の様子

がよくわかり安心していま

す。 

・時と場合によって違うと思い

ます。 

・正直専門性とかはよくわかっ

ていません。人数はいいので

はないかと思います。 

・園に入って先生にも慣れて安

心しました。 

・他の子どもに手を出したり荒

れる子どもがいる時には、手

が足りていないのではない

か、と思う時が何度かありま

した。 

国の制度的には 

４（子ども）：１（職員）の職員

配置ですが、めだかでは３：１以

上の職員配置をしています。 

専門性にバラつきがあるのはその

通りです。その分研修を積み重ね

る等、園として職員の資質の向上

に努めています。 

職員の手が足りていないと感じる

時があったとのことですが、職員

数が少ない時には、他の職種の職

員がサポートに入る等、人員的に

は配慮をしています。ただ、咄嗟

の対応ができていなかったことに

つきましては、保育のやり方・職

員の配置等考えるべきことがあっ

たと思いますので、保護者の方々

からのご意見をもとに、職員間で

話し合い、今後の保育に活かして

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                  

14 1  4 
・本を読む時も、イスを出して

座って聞くことができていま

す。 

遊びの部屋と生活の部屋を分ける

等、子どもが活動に集中しやすい

ように構造化しています。 

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        

15 2  2 
・園庭も広く過ごしやすそうで

すが、車の通りが多いのが、

少し気になります。 

門は子どもが開け閉めできないよ

うに２重ロックにし、車の通りの

激しい所では手をつなぐなど、対

応をしています。 

適

切
⑤  

子どもと保護者のニーズや

課題が客観的に分析され
19    

・個別支援計画も話を聞いて作

成してくれているし、説明も

きちんとしてくれます。 

 

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表） 
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な

支

援

の

提

供 

た上で、個別支援計画が

作成されているか  

⑥  

個別支援計画には、 

「発達支援」、「家族支

援」、「地域支援」 

などの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  

16 1  3  

個別支援計画は、「発達支援」「家

族支援」「地域支援」の項目にわ

けて作成しています。説明不足が

あったと思いますので、今後はよ

り丁寧な説明を行うよう心がけま

す。 

⑦  
個別支援計画に沿った支

援が行われているか  
18   1 

・できることも増えてきて、

色々と支援されているのだと

思いました。 

 

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  
15   4  

デイリー（保育の流れ）は固定し

て次何をするかわかるように配慮

していますが、保育の内容につい

ては固定せず、季節や発達段階に

合わせた内容で考えています。た

だ、子どもの状態や時期によっ

て、意図的にあえて固定している

時もあります。 

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  

2  10 7 

・今はコロナの為難しいでしょ

うが、落ち着いたら交流の場

はほしいです。 

・コロナのこともあるので、仕

方ないと思います。 

・地域の子ども達や転園した子

ども達と会えるわんぱく教室

を、また再開してほしいです 

・普段の日は全く交流はなく、

土日にたまに公園へ行く程

度。しかし、一緒に遊ぶ事は

ほとんどないです。 

・コロナの中なので、そういう

ことは難しいと思っています 

・コロナの影響でなかったので

すか？ 

・わんぱく教室の案内がなく、

１回しか行けていません。 

・コロナのこともあり、難しか

ったのではないでしょうか。 

めだかとしては、地域の保育所や

幼稚園の子どもとの交流は、土曜

日のわんぱく教室で行い、４・５

歳児を対象としています。 

今年度は新型コロナの影響ででき

ませんでしたが、落ち着いたら再

開したいと考えています。 

 

 

 

保

護

者

へ

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  

18   1 

・特に説明は受けていないと思

います。入園説明会の時にし

ているのがそうなのかと思っ

ていましたが。 

運営規定の内容を保護者の方にわ

かりやすく説明したものが年度当

初に説明して署名していただく重

要事項説明書です。説明不足で、

すみませんでした。 

⑪  

「個別支援計画」を示しな

がら、支援内容の説明がな

されたか  
19    

・分かりやすく説明してくれた

ので助かりました。 
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の

説

明

等 

⑫  

保護者に対して家族支援

プログラム（親子保育・保

護者学習会等）が行われ

ているか  

18   1 

・子どもが園でどのように生活

しているのか見られて嬉しか

ったです。学習会は、子ども

の事を勉強できるいい機会だ

と思っています。 

めだかで行っている家族支援プロ

グラムは、親子保育・保護者学習

会・保護者懇談会です。 

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  

16 3   

・何があったとか、ファイルに

書いてくれるので、ありがた

いです。 

・電話や親子保育などで、話は

できていると思います。 

新型コロナの関係で、現場職員

のバスの添乗を行っていないの

で、送迎バス利用の方とは日常

的に伝え合ってこられなかった

と思います。新型コロナの感染

が落ち着いたら元のスタイルに

戻していきます。 

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  

16 3   

・私事の相談にものっていただ

いて、感謝しています。 

・今年はコロナの影響で親子保

育に行く回数も少なかったの

で、相談したりする機会が減

ってしまい残念でした。 

・できればもう少し細かく聞き

たいです。コロナで仕方はな

いですが、バスに先生が乗っ

ていると、もっと話がしやす

いと思います。 

・コロナのことで、機会が減っ

たのではないかと思います。 

新型コロナの影響で親子保育の

回数が減り、現場職員がバスの

添乗に乗らないなど、例年より

支援が減っていると思います。

新型コロナの感染が落ち着いた

ら元のスタイルに戻していきま

す。 

⑮  

親子保育や保護者懇談会

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 

12 5  2 

・コロナで保護者の方々と会う

機会が減っているので、連携

はあまり取れていないと思い

ます。 

・年齢が違う子どものお母さん

とお話しができ、アドバイス

を貰ったりしています。 

・今年はコロナの影響で、なか

なか保護者同士会話したりす

る機会も少なかったため、難

しいと思います。 

・例年より親子保育や懇談会そ

のものが減っている分、グル

ープが違う保護者とのかかわ

りも減っていますが、これも

仕方ないことだと思います。 

・コロナのこともあり、機会が

減ってしまい、あまり連携が

とれていないと思います。 

ご意見の通りだと思います。新

型コロナが落ち着いたら、元の

スタイルに戻していきます。 

⑯  

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、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  

17   2 
・お迎えの時にも、少し話をき

いてもらって気持ちが楽にな

っています。 

会う機会が減っていますが、電

話でも直接でもメールでも何で

も構いませんので、いつでも何

あればご連絡下さい。 
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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  

19     

 

⑱  

定期的におたよりやホームペ

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  

16 1  2 

・この間初めてホームページを

見てみると、色々のっていま

した。 

・おたよりで頂いて、把握でき

ているのではないかと思いま

す。 

ホームページへの掲載は、他の

事業所と比べて大変少ないで

す。もう少し回数を多く掲載で

きるよう見直します。 

自己評価表の結果については、

保護者の方々にはプリントで配

布するとともに、ホームページ

にも掲載します。 

⑲  
個人情報の取扱いに十分

注意されているか  
17 2   

・されていると思います。 

・大事には至っていませんが、

少し心配になることがありま

した。 

定期的に職員啓発を行う等、今

後も個人情報の取り扱いには十

分注意を払っていきます。 

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  

17  1 1 

・新型コロナにより感染防止の

おたよりが多かったと思うの

ですが、対応が何度も変わっ

たりしたので理解できておら

ず、休まなければいけないの

に行かせてしまったことがあ

りました。 

新型コロナのことでは、初めて

のこともあり、変更やご迷惑を

おかけすることが多かったで

す。申し訳ありませんでした。

今後はわかりやすい伝え方を意

識して取り組んでいきます。 

各マニュアルは作成しており、

掲示書類に掲載していますが、

保護者の方への周知が不十分で

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  

18   1 

・おたよりや先生から避難訓練

を聞くので、して下さってい

ると思います。本当に有難い

です。 

 

満

足

度 

㉒  
子どもは通所を楽しみにし

ているか  
19    

・とても楽しそうなので、こち

らも有難いです。 

・毎日楽しみにしています。休

日で、朝出かけないとわかる

と癇癪を起して大変なくらい

園が好きみたいです。 

・バスに乗るのも楽しみにして

います。 

・時々「行かない」と言うこと

がありますが、行けば楽しく

過ごしているみたいです。 

・毎日ニコニコ通ってくれて、

親子保育の時も楽しそうな姿

が見れるのでうれしいです。 

 

㉓  
事業所の支援に満足して

いるか  
19    

・日々成長を感じています。毎

日色んな支援をしていただ

き、有難うございます。 

・大変満足しています。本当に

ありがとうございます。 

満足して頂けて嬉しいです。 

この評価を励みにして、今後も

職員一同、日々精進していきま

すので、よろしくお願い致しま

す。 

○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。  


