
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

コロナ感染者が増加

の中、リズムのス

ペースが密に感じる

場面があった

走り回る子どもが多

いクラスだと少し危

険を感じたこともあ

る

預かりのみの利用な

のでわからない

子どもの人数が１３

人を超えると少し狭

いと感じます（コロ

ナ禍のため）

専門性で言えば言語

聴覚士さんがいてほ

しい

もう一人くらいリハ

ビリの人がいても良

い

入口の扉が固く手を

挟むことがあったの

で次年度の施設は改

善していたら良いと

思う

活動に合わせた空間

になっている、ただ

しトイレが狭い、寒

い

保護者等数（児童数）24　(25）　回収数　21　割合87.５％

17 3 1

公表：2022年3月30日

指定基準としてのス

ペースは十分に満たし

ていますが、ダイナ

ミックな活動になると

狭く感じることがある

と思います。コロナ禍

ということもあります

ので、スペースを十分

取れるような活動内容

を考えていきたいと思

います。

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
16 4 1

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 20 1

事業所名　幼児教室てんとうむし

環

境

・

体

制

整

備

職員配置については基

準以上の人数を配置し

ています。また、保育

に関わる者は全員有資

格者です。保育をメイ

ンとした療育となりま

すので、リハビリの職

員も保育と発達がわか

る専門性のある職員を

配置しています。その

ようなリハビリ職員が

見つかりましたら、配

置を検討したいと思い

ます。

施設自体が古く、区の

建物ということがあ

り、修繕を区に依頼し

ていますが、なかなか

修繕できないというこ

とが実情です。お子さ

んがけがをしないよ

う、自分たちでできる

修繕をしていきます。

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。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

3

保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）



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。また、子ども達の活

動に合わせた空間となっているか

21

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

19 2

支援計画の作成におい

ては、更にお子さんの

課題に寄り添う計画に

なるよう作成していき

たいと思います。

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

19 2

支援計画は年に2回保護

者のご意向を聞き、職

員が話し合い作成して

います。またその都度

ご説明させていただい

ているかと思います。

もしご不明な点やわか

りずらいことがありま

したら、お知らせくだ

さい。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われ

ているか
18 2 1

月イチなど個別相談

や面談を増やしてリ

アルタイムな支援を

共有できたらと思う

月に１度の面談につい

ては、利用されている

人数などを考えると難

しいと思いますが、母

子通園ですので、その

都度お声かけいただけ

ればと思います。面談

の設定はご希望があれ

ば随時行っています。

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
19 2

入室したときからコ

ロナのため、機会が

なかった

コロナで一度もな

かった（２人が同回

答）

ちょっと不明です

が、もしかしたらハ

ロウィンのときその

ような機会があった

かもしれません。雨

で行けなかったと思

いますが。

コロナ禍なのでなく

ても仕方がない

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
21

適

切

な

支

援

の

提

供

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

1 1 14

環

境

・

体

制

整

備

保

護

者

へ

の

説

明

等

5

障がいのない子どもと

活動する機会が必ずし

も必要だと考えており

ませんが、お子さんの

状況をみて交流が必要

だと思われる場合は積

極的に交流したいと思

います。



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

20 1

支援計画は年に2回保護

者のご意向を聞き、職

員が話し合い作成して

います。またその都度

ご説明させていただい

ているかと思います。

もしご不明な点やわか

りずらいことがありま

したら、お知らせくだ

さい。

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

11 4 1 5

どういうものかすみ

ませんが知りません

でした。

ペアレントトレーニン

グを受講した職員を配

置しています。必要に

応じて保育の中で実践

しています

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

20 1

もう少し定期的な機

会があった方が相談

しやすい

面談を増やしてほし

い

あそぼう会のみの利

用により以前の参加

ができないのは淋し

いが、柔軟に対応し

ていただき、遠足の

参加などOKにしてい

ただき嬉しく思いま

す。

保護者会で先生から

保護者への連絡事

項、特記事項や保護

者間での（重要なこ

となどの内容があれ

ば）話し合いをグ

ループラインで共有

していただけると参

加できなかったと

き、ありがたいなと

思いました

面談が必要な場合はお

声掛けくだされば随時

応じております。親子

通園ですので、何かあ

りましたらその都度ご

相談ください。

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

15 20 1

保護者会のみならず、

おしゃべり会を開催し

保護者の方同士の交流

を図れるようにしてい

ます。コロナ禍という

こともあり、集まりが

難しいという側面はあ

りました。集まる以外

にもLINEなどで情報共

有できる方法を考えて

いきたいと思います。

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
18 3

保

護

者

へ

の

説

明

等



苦情があったのかど

うかわかりません

が、もしあったとし

ても対応していただ

いていると思います

苦情はなかったよう

に思います

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
20 1

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

20 1

ごめんなさい、私も

拝見したの初めてで

したが、更新されて

いませんでした

定期的に発行している

ものとして、保育

ニュースがあります。

利用者の方への行事予

定やその内容などを記

載しています。自己評

価は年に１度ホーム

ページで公開していま

す。色々なお知らせや

連絡については、LINE

オフィシャルアカウン

トで行っていますので

ご確認ください。

19
個人情報の取扱いに十分注意されている

か
20 1

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。また、

発生を想定した訓練が実施されているか

19 1 1

周知説明されていた

が、マニュアルがあ

るのかは不明

マニュアルを整備して

います。マニュアルに

従って訓練を行ってい

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

21

22 子どもは通所を楽しみにしているか 19 2

行ったら行ったで楽

しそうだが、楽しみ

にしているかと言わ

れたら正直わからな

い

保護者の方にも通所を

楽しみにしていただけ

るよう、保育の質を高

めていきたいと思いま

す。

23 事業所の支援に満足しているか 21

6

入室時の重要事項説明

でお話しています通

り、虐待防止や苦情解

決に関する体制を整備

しています。今年度は

コロナの対応を保護者

の方に周知説明をさせ

ていただく機会が多く

ありました。親子通園

ですので、何かありま

したら職員に気軽にお

声掛けください。

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

15

非

常

時

等

の

対

応

満

足

度

〇この「保護者等からの児童発達支援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。

保

護

者

へ

の

説

明

等



皆さまからのご意見

★いつも明るく元気な先生方、保護者の方から本当に元気をもらっています。どんな小さなことでも今の我が子の

精一杯を全力で認めてほめてくれる先生方に、仲間同士・・・と暗くなるのではなく、悩みも気軽に話せたり、悩

み事すら笑い話にできてしまう保護者の方に、日に日に成長していくお友達や我が子の姿にエネルギーをたくさん

いただいていると思っています。ありがとうございます！

★親子で通室することにより「療育」とは治すものではなく、日頃どのように接すると本人が生きやすい環境をつ

くれるか、というものだと体感できたことは今後のためにとても参考になる時間でした。改善してほしいこととし

ては、なかなかプログラムに参加できない場合に「みんなやってるよ」のような声掛けをされますが、言葉通りみ

んながしていても、しようと思えないので、「見てみて！○○してるね！やってみない？」のような声掛けにして

もらえると良いかなと思います。「みんなやってるよ」で反応しない、何度も言われるのをみるとこちらも切な

かったり、しんどくなります。どんな言い方でもしないかもしれませんが（笑）。試してもらえたら嬉しいです。

不安なことや落ち込んでいるときには、きちんと話を聞いてくださり、普段も先生方の愛情をたっ～～～ぷりと感

じます。はじめての療育が、てんとうむしで良かったと思います。

➡ 貴重なアドバイスありがとうございます。声かけは無意識にしてしまうことがありますので、そのようなこと
がないよう今一度職員に周知したいと思います。お子さんに一番効果的で且つ保護者の方が切なくなるのではなく、
私もやってみようと思えるような声掛けを心掛けてていきたいと思います。

★どの先生たちも親身になって相談にのってくださるので心強い。母子同伴で体力的につらいときもあるけれど、
そのおかげで、親同士のつながりができたり、先生達の子どもの接し方を間近で見ることができたため、親の学び

につながったと思う。STやPTの先生がいてくれたらいいなと思う。

★子どもとの関りをじぶんなりに考えたり、実行したりしてきましたが、自主的に先生方にアドバイスを求めたり

しやすかったので様々な気遣いをしていただき、ありがとうございました。年少さんになってから、定型発達の子

たちの中に入っていくことで困りごとも良い刺激も色々あると思いますが、時々に相談できる場所であってほしい

と願います。OB同士の活動が卒室後も続くようにしたいです。

➡ 卒室後も何かありましたら、気軽に教室にご連絡ください。てんとうむしは皆さんの実家でありたいと思って
います。（連絡してもしなくてもずっとここにいます）この教室では、子どもたちが成人しても集まっているOB
の方々がいます。ぜひ今年度の方たちもそのようにずっとずっと長く繋がっていくことを願っています。

★子どもが安心して通える場所であったことがまずは一番ありがたかったです。先生達同士が情報を共有していて

くださり声をかけてもらえることも親にとっても、とても助かったし心強かったです。親としても通いやすいし、

とても居心地がいいです。他施設も２件ほど行きましたが、ここまでしっかり情報共有がされ、どの先生も同じよ

うに指導してもらえることは、貴重で一番信頼できる場所です。子どもも楽しそうにしている姿を見られることも

本当にうれしいです。色々な経験をさせてもらいています。ありがとうございます！

★他のサービスを利用していないので、比較ができないのですが、いつも先生たちが私の不安に思っている子ども

の気になる行為などを共有してくださっているので、分離の時間があっても安心して任せられました。またちょっ

とした相談（子どもの蕁麻疹や寝つきが悪いことなど）も乗ってくださり、病院に行くか決めかねるときなど助

かっています。子どもの性格や得意なこと等、私が気付かなかったことを見つけてくださり、てんとうむしの先生

達、通っている親子みんなで子どもたちを育てている感覚があります。また、先生達だけでなく、通っているお母

さん達の情報共有もでき、みなさん気さくで話しかけやすい方たちが、たまたまかもしれませんが、運よく集まっ

ているので今後の進路なども考えやすくなり助かっています。子どもやは特に不定期に行われる音楽療法が大好き

で、初めのころは泣いていたのですが、楽器が実は大好きだということもわかり、今では家でおもちゃの楽器を楽

しそうに遊んでいます。てんとうむしの魅力のひとつと思いますが、栄養満点の給食もここできちんと食べてくれ

ていたら、多少朝や夜にあまり食べられなかったとしても大丈夫かなと思え、ここで出てくるメニューがいつのま

にか家のメニューになったりと、献立を考える上で、栄養面の計算でも助かっています。

★先生方が、いつも元気でパワフル、子どもへの愛を感じる。特別サポートが必要な子に対しても柔軟に対応して

くれている。うちは双子で通っているが、もう一人に必ず先生が付いてくれ、親の負担が少なく通えていると思う。

トイレトレーニングなどはるか先のことかと思っていたが、先生に便器に座らせる練習をしていただき、何度か成

功することができ、とても嬉しかったし、ありがたかった。息子の特性を見て、本人が楽しめそうな遊びを考えて

くれたこともあった。子どもがぐずっていても嫌な顔ひとつせず、根気よく接してくれる。子どもをたくさん褒め

てくれるので、本人も嬉しそう。双子を受け入れてくれて大変感謝している。

★せっかくの母子通園型保育なので、生活面での子どもの対応について親への課題（目標）ほしい。例えば、御飯



★せっかくの母子通園型保育なので、生活面での子どもの対応について親への課題（目標）ほしい。例えば、御飯

中一回は自分ですくって食べさせるようにしましょう、靴のマジックテープの着脱は自分でやらせましょう、登室

中１回は、トイレに座らせるようにしましょう、など具体的にに欲しい。理由は、先生方は靴下を自分で脱ぐよう

に促す、上着のチャックは自分で上げさせるなど、毎回ブレずに、きちんと子どもに指導してくれているが、肝心

の私が子どもに指導できていないと感じる。今の子どものレベルだと、どのくらいのことができそうなのか、また、

どう教えればよいのかイマイチわからず、子どもにやらせることもあれば、教えるのが面倒くさくて、ついつい私

がやってあげてしまったりと、対応がブレてしまっているため。先生の真似をして親もやってみましょうではなく、

課題としてきちんと設定したほうが、親の意識が変わると思う。意識高い方は自然にできていると思うが、私は課

題として欲しい。子どもの支援目標に関しても、「遊びを広げられるように」や「他人との関わりを増やす」とい

う具体的でない目標ではなく、「おままごとであそべるように」や「○○くんと朝ハイタッチする」などの具体的

な目標がほしい。このことから、各家庭別に具体的な目標や課題を設定するためにも、もう少し先生と親の面談の

機会を増やしてほしいと思った。

➡貴重なご意見、アドバイスをありがとうございました。親子通園の良さは、保育者と保護者が共通の認識を持っ
て保育にあたり、それを目の前で見ることで、教室でもご家庭でも同じように子どもに接することができることで
す。子どもにとってはそれが、安心感につながり、少しずつできることや好きなことが増えていきます。保育者が
経験上、普通にやっていることが、保護者の方にとっては、初めてのことだったり、どうやればよいかわからない
ことだったりするかもしれない…ということを見落としていたかもしれません。真似して やってみ
て！では通じないこともありますので、「これはこうだから、こうやってみよう」「こうやったら上手くいったか
ら、これは毎日教室でも家でもやってみよう」というような提案をしていきたいと思います。また、支援計画の内
容の小さな目標を具体的に、というご指摘もその通りだと思います。今一度、支援計画の目標設定を見直し、具体
的に判りやすいものにしていきます。面談に関しては、他の方からも同じようなご要望がありました。定期的な面
談以外に、面談をご希望の場合はお声掛け下されば随時面談を設定できますので、遠慮なくお申し出ください。

★もっと早くに見学に行けばよかったと思うほど、行くたびに楽しませていただきました。１年間あっという間で

したが、本当にありがとうございました。子どもも毎回楽しみにしていましたが、それ以上に私が楽しみでした。

はじめは強制的な（本人にとっては）お散歩も少しずつ足を速めて歩けるようになりました。大好きな先生や大好

きなお友達ができ、その大好きな人たちと遊ぶ楽しさを知ることができました。給食では全部食べておかわりをす

るという主体性、満足感も感じることもできました。（お代わりをしても食べないことも多々ありますが…）また、

お友達とのやり取りで、おもちゃを取られてしまった時の対応等、自分で考えて「貸して」と言えたり、おもちゃ

の交換をしてもらうとしてみたり、多少嫌な思いを味わいつつも、それなりに対応する姿に感動すら覚えます。や

りたくないこと（例えばリズムとか、リズムとか、リズムとか…）に対し、本人の意思がはっきりしていても、上

手に先生方が誘導してくださって、できるようになったりと、少しずつ本人の気持ちも変化してきたように思いま

す。いろいろなことができるようになって、まだまだこれからもてんとうむしにいたい気持ちでいっぱいです。で

すが、４月からは幼稚園でここで学んだことを胸に刻み、親子でがんばっていこうと思います。

★コロナ対策をしながら、子ども達が楽しめる工夫をたくさんしてくださり、ありがとうございます。子どももて

んとうむしに行くのをとっても楽しみにしております。

★先生方の熱意に圧倒されて始まりましたが、いつしか慣れ、元気に楽しく通うことができました。家のことが終

わってからの参加で、最初から通えたのは数えるほどでしたが、子どももやろうと頑張っている姿が見られ、たく

さんの刺激をもらって成長ができたのが良かったです。コロナ禍という制限の中、色々と工夫してやっていただい

たと感謝しております。動画があれば、体操や手遊び…etc…欲しいです。

★毎回、色々なプログラムがあり、子どもも楽しく通所しています。

★てんとうむしに通室することを決めてから、どんな風に成長していくのか正直想像がつきませんでした。外出先

で「僕、いくつ？」、友達から「もう歩いてる？」というメール、公園で明らかに息子より小さな子が座ってブラ

ンコに乗る姿…見たくない、聞きたくない。色々な言葉で自信を納得させようにもできずに涙することも多かった

です。しかし、この１年振り返ると思い出されるのは、息子とたくさん笑った記憶ばかりです。誕生日カードに貼

られた公園で息子と笑顔で写る写真は、一生忘れません。てんとうむしで過ごす時間は、私と息子の心の距離を

グッと縮めてくれました。そして、そこでの気づきは日々の子育てに対する気落ちをとても豊かにしてくれました。

何より、「あれもできない、これもできない」よりも「こんなこともできるんだ！」「すごいじゃん！」「かっこ

いいね」という思考転換や声掛けの変化がみられたのは私自身の成長でもありました。通室を決心し、勇気を踏み

出した一歩が、今では、二歩、三歩と歩みを進められた事実が私と息子を確実に強く逞しくしてくれました。這え

ば立て、立てば歩めの親心で息子の成長が楽しみで仕方ありません。ですが、欲を出し過ぎず、歩幅、目線、心を

合わせて、また少しずつ歩みを進めていきたいです。息子には常に「生まれてきてくれてありがとう」の感謝の気

持ちを忘れずにいたいです。「てんとうむし」という場所、先生方には本当に感謝しかありません。また４月から

親子笑顔で登室します！！成長し続けたいと思いますのでお力添えいただきますよう、よろしくお願いいたします。



★水曜日の療育に通えるように対応してくださり、ありがとうございます。幼稚園には楽しく通園していますが、

身体・知能が他のお子さんと違い遅れていますので、一緒にできないことも多く、行動も色々な場面で我慢してい

ることが多いと思います。周りに合わせることも大切な教育なのですが、てんとうむしでの療育の通園が良い意味

でのオフ時間になっていて、子どもの楽しみな場所になっています。親としては月一度のマンツーマンの訓練がと

てもありがたく思っていて、通園させたいと思っているポイントです。他の施設の訓練では、月一度の４０分ほど

の子どもと親の時間のみで、本当の子どもの力、発達を見てもらえている気がしなく、満足できないことが多いの

ですが、てんとうむしでは、２歳から成長を見ていただいていて、あそぼう会でも見ていただいている先生に訓練

してもらっているので、訓練時以外での子どもの様子を知ってもらえているので、親としては一番納得できます。

子どももリラックスして訓練を受けられていると思います。幼稚園組の受け皿になってくださり、ありがとうござ

います。一つ要望があれば、幼稚園組の保護者会があれば嬉しいです。最後にコロナ禍で陽性もでることもなく、

安心できる場所、保育を頑張ってくださり、誠にありがとうございます。感謝しています。

➡今年度より、幼稚園入園されたお子さんで療育先がない方に限り、水曜日のみ、幼稚園を休んでのご利用ができ
るようになっています。幼稚園組の保護者会については、検討させていただきます。

★本人にとっては、慣れた場所、先生達がいる環境でとても伸び伸び楽しんでいるようで、とてもありがたいです。

親も普段困っていることや悩んでいることを相談でき、とても助かっています。ありがとうございます。

★友達との関わりができている。自分一人ではできない遊びや活動ができた。トイレが寒いのと、床にマットを敷

いているが、そこに子どもを寝転がせるのに少し抵抗がありました。（慣れたが）

➡古い施設であることと、補修できないこと、また、おむつ替えのベッドを入れるスペースがないことから、皆さ
んにご不便をおかけして申し訳ありません。移転後は多少広さもあると思いますのでご了承ください。

★一人の先生に話したことなども全て先生間で共有し、子どものことや家のことをしっかり理解して保育してくだ

さっていることにいつも感心しています。おかげで困ったことがあっても、どの先生も適切な対応をしてくださり、

てんとうむしに楽しく通うことができています。親子一緒に通うのは、正直大変だなと思いますが、その分とても

良い思い出もたくさんできました。ありがとうございました。


