
事業所名：ステラ御器所校 公表： 2021年12月

チェック項目 はい
どちらでもな

い
いいえ 分からない 無効 肯定率 否定率 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

29 1 96.7% 0.0%

・子供が走れるくらいのスペースがあり良
い

2

職員の配置数や専門性は適切であ
るか 30 100.0% 0.0%

・担当の先生の他、保護者へのサポート
の先生もあり良い

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るか 29 100.0% 0.0%

・生活空間も工夫されていて本人の興味
が出やすいようにされている
・外からの入り口には高い所に鍵があり子
供が勝手に出られない、防犯の面でも安
心です
・足の悪い子供だが段差もなく安心して過
ごせる

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

30 100.0% 0.0%

・新しいこともあって清潔で整理されている
ので安心して過ごせます
・コロナ禍であっても休まずできる限りの
感染予防をしてくださってありがとうござい
ます
・清潔で良い

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 30 100.0% 0.0%

・客観的かつ具体的に提案していただけ
るので安心して通える
・保護者へのヒアリングも定期的にあり良
い

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

28 1 1 96.6% 0.0%

・地域支援？
・子供の現状に合った支援内容で良い

7

児童発達支援計画に沿った支援が
行われているか 28 2 100.0% 0.0%

・支援計画に沿っていると思う

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

29 1 100.0% 0.0%

・好みの物を毎回色々用意して頂けて助
かっています。
・本人の意欲に合わせて気が向くように工
夫されている
・毎週、子供の状況のお話を聞いて下さり
興味ある課題を入れてくれます
・毎回色々な内容で楽しく活動している、
子供が気に行った内容をリクエストすれば
柔軟に取り入れてくれる
・子供が喜ぶことをプログラムしてくれて助
かる
・子供が飽きたりやりたがらない時は別の
活動に切り替えたりしてやってもらってい
ます
・ひらがなやイコール3までの計算ができ
たりと家で色々行っているがそれも含めて
プログラムを変更してくださりありがたい
・各々の子供に合わせたプログラムになっ
ていると思う

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

6 7 7 10 30.0% 35.0%

・ステラからの提供としてはない、普段は
ある
・保育園に行っている
・幼稚園で充分交流しているので必要ない
と思いますが。

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 29 1 96.7% 0.0%

・入会時に丁寧に説明してもらえて分かり
易かった
・入所当初にくわしい説明があった

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 28 1 1 96.6% 0.0%

・丁寧に細かく説明して頂け活動中にも、
これは～と説明していただけるので分かり
やすい（この目標に対してこうゆう事をして
います等とても分かりやすいです）
・具体的な説明は無かったが都度質問す
れば答えて下さるので助かっています
・定期的に説明がなされている

12

保護者に対して家族支援プログラム
（ペアレント・トレーニング等）が行わ
れているか 20 5 2 3 74.1% 7.4%

・プログラムとして準備されてはいないが
アドバイスはある
・管理者から定期的にペアレントトレーニ
ングが行われている

保護者からの児童発達支援評価の集計結果(公表)　

保護者等数(児童数) 30名・回収30 名　回収率 100 ％
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保護者からの児童発達支援評価の集計結果(公表)　

保護者等数(児童数) 30名・回収30 名　回収率 100 ％

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

29 1 96.7% 0.0%

・毎回お話があり子供の変化を把握しても
らえている
・どうすればいいか悩むときに先生に相談
してアドバイスを頂いたり、プログラムに入
れて頂いている
・お話する機会は時折ありますがもう少し
頻度が高くてもいいかなと思います
・子供の困りごとをすべて伝える場でとて
も感謝しています
・毎回話す機会がある

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

28 2 93.3% 0.0%

・定期面談はないがアドバイスはある
・毎回意図することを伝えてくれている
・療育に来るたびにお話を聞いて下さる
・時々は行えている
・気軽に相談できてありがたい
・充実して行われている

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 4 5 7 14 25.0% 43.8%

・今の時期だからか保護者同士の関わり
はない

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

27 1 2 96.4% 0.0%

・大変満足しています
・きめ細かく相談に乗ってもらい満足して
いる

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

30 100.0% 0.0%
・とても配慮されている

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

17 3 1 9 81.0% 4.8%

・ホームページにのっているかな？
・何ができるようになっているかは口頭で
伝えて頂いている

19
個人情報の取扱いに十分注意されて
いるか 27 3 100.0% 0.0%

・個人情報への説明も十分にされている

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

18 2 10 90.0% 0.0%

・訓練をやっているのか分からない
・私が忘れているだけかもしれませんが訓
練に参加したことはない
・プリントでも配っていただけて事業所の
壁にも貼ってあります
・個別に説明を受けた

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

9 1 3 17 69.2% 23.1%

・訓練をやっているのか分からない
・個別に説明をされた

22

子どもは通所を楽しみにしているか

26 2 2 92.9% 0.0%

・とっても楽しみにしています、昼寝も早く
目覚めるほどです
・自発的には言っていないが嫌がらず楽し
んでいることがモニターから見て分かる
・とても楽しみにしています。「ステラ行く
よ」だけは唯一文句を言わないです
・まだ話せないので分からない
・毎回内容も異なり、新しい事に興味が持
て楽しそうな様子、又好む事は常に取り入
れて下さり来る事に楽しみを感じている
・行くのを嫌がることはないです
・子供も通所を楽しみにしているが母親の
私の支えになっています
・とても楽しみにしている

　

23

事業所の支援に満足しているか

28 2 93.3% 0.0%

・いつもありがとうございます
・支援時の様子を次の支援時に工夫がな
され、興味をもって取り組めるようにしてく
れている
・少しずつ色々な課題に取り組むように
なってきている、椅子にも長く座れるように
なってきている
・毎回お話を聞いてくれるので子供個人に
対しての対応の正解が分からない中肯定
していただける事、アドバイス頂ける事が
大変嬉しく励みにもなります
・親子共に毎回楽しみにしています。もっと
早く通いだせば良かったと思っているくら
いです
・通いだして兄ちゃんと遊んでいると興味
を持つようになった
・現状では満足しているのでもっと長い期
間通えるようにしてほしい、小学生になっ
てからも通いたい
・家での様子や親身に聞いて下さり、子供
に対しての具体案を学ぶことができる
・放課後等デイサービスを作って頂きたい
くらい満足しています
・すごく満足している


