
公表：令和4年3 月28 日

事業所名　　仙台市なかよし学園　　　　　　　　　　保護者等数（児童数）32　　　回収数32　　割合　100　％

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

30 2 0 0

・教室も廊下もかなり
広い
・部屋は明るく整頓さ
れていると思います。

ご意見ありがとうござい
ます。今後も整理整頓
を心掛け、安全に子ど
もたちがしっかりとあそ
べるスペースを確保し
ていきます。

・新卒の先生に障害
児保育はハードルが
高いと思う
・食事の時など増員で
きるともっと安心かと
思います。

ご意見ありがとうござい
ます。職員の配置につ
きましては不安を感じさ
せてしまいましたことお
詫び申し上げます。支
援者の人数とこどもの
人数については、これ
からも発達を促すため
に最も良い人数体制を
検討してまいりたいと思
います。
又、職員の専門性につ
きましても新任職員や
法人内異動により、発
達支援について学びを
深めている途中の職員
もおります。経験年数
のある職員からのＯＪＴ
を中心としながら、キャ
リアに関わらず全職員
の内外研修への参加、
オンラインでの自主研
修などをこれまで以上
に推進してまいりたいと
思います。

③

生活空間は、本人に分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
リー化や情報伝達への配慮が適切になさ
れているか

29 2 0 1

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 30 2 0 0

・冬は廊下などものす
ごく寒いので暖房設
備充実させて欲しい。
・床が冷たい。
・冬場はとても寒く過
ごしづらいと感じる。
・清潔な環境になって
います。
・換気のせいもあるが
肌寒い。
・うまく伝えられないと
き視覚優位の子ども
のために絵カードなど
あるとより良いかなと
思います。
・園で上履きを履くよう
に言われたが、子ども
は嫌がるので冬場の
廊下の寒さを改善して
ほしい。
・冬場の暖房の故障
がたびたび見られ、子
どもの体温への影響
がある。

ご意見ありがとうござい
ます。暖房設備の不具
合などで、寒い時もあり
ご心配をおかけしまし
た。子どもたちが寒くな
らないように、登園前に
部屋をストーブで温め
たり、電気毛布を使用
するなどの工夫をして
まいりました。
廊下の暖房については
仙台市への予算要求な
どを実施し少しでも早く
根本的な廊下の寒さ対
策を実施していきたいと
思います。

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

20 12 0 0

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）



適
切
な
支
援
の
提
供

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

32 0 0 0

・とても丁寧に作成さ
れています。
・保護者の希望や想
いを確認してもらって
作成してます。
・とてもよく子どもの特
性をみてくれていま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。今後も保護者の
皆様の希望や想い、お
子さんの希望などを確
認すること、お子様の
様子や発達の状況を共
有することを大事にしな
がら日々の保育療育に
ついて支援内容を検討
していきたいと思いま
す。

⑥
個別支援計画には、具体的な内容が設定
されているか

32 0 0 0

・かなり詳しく設定され
ている。
・子どもにあった支援
内容を考え実行してく
ださりありがとうござい
ます。

ご意見ありがとうござい
ます。アセスメントに力
を入れより具体的な支
援計画作成を目指して
おります。日々のご家
庭での生活に汎化でき
るような支援計画の作
成をしてまりたいと思い
ます。

・定期的に話し合う機
会があります
・子どものペースに合
わせてゆっくりでも必
ず実行してくれていま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。お子様の発達に
合わせた支援計画を作
成しておりますが、子ど
もの育ちには変動性が
あり、変化があった時に
はクラス会議、ミーティ
ングなどで共有するよう
にしてまいりました。そ
の都度よりよいプランを
検討し、お子様にあった
支援を行えるよう細か
い変化もしっかりと見続
けていきたいと思いま
す。

⑧
活動プログラムが固定化しないように工夫
されているか

28 3 0 1

・季節の遊びなども日
常に取り入れられて
いて毎日楽しそうに活
動している。
・様々な活動内容、行
事があり子供がいろ
んな経験が出来てと
てもありがたいです。
・たくさん遊びの種類
があって驚いた。
・色々な体験が出来
ている。
・色々な設定あそびを
しているかと思いま
す。
・行くたびに色々活動
してくるので本人も
色々経験できて良い。

ご意見ありがとうござい
ます。今後も様々な経
験ができるように季節
のあそび等も取り入れ
ながら活動プログラム
を工夫してまいりたいと
思います。

⑦

個別支援計画に沿った支援が行われてい
るか

※記入漏れ１名

28 3 0 0

・コロナだったので仕
方なかったが交流が
なかったのは残念
だった。
・親子通園していた時
は（コロナ禍でも）数
回他の園の子と交流
があった
・コロナ禍で経験でき
ていないので今後に
期待です。

ご意見ありがとうござい
ます。ご指摘の通り、今
年度もコロナ感染防止
の為、交流保育を断念
せざるを得なかったこと
は断腸の思いでした。
日々のお子様の育ちの
場をどのような状況でも
安全に保障し続ける信
念のもとそれを実行す
る為に制限が必要だっ
たことに関してはご理
解と容赦いただければ
幸いです。
感染症防止マニュアル
を基に、感染防止に努
め、一日も早い新型コ
ロナウィルス感染の終
息を願いながら、今でき
ることを前向きに検討し
続けたいと思います。

⑨
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、活動する機会があるか

7 8 10 7
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➉
運営規定、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

30 1 0 0

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

32 0 0 0

・個別面談の時間を
しっかり取っていただ
き読み合わせしなが
ら説明をしてもらえ
た。
・とても丁寧に説明し
てくれた。

ご意見ありがとうござい
ます。今後も保護者の
皆さまに分かりやすい
説明を心がけてまいり
ます。

・連絡帳に細かくいつ
も書いてくれてとても
嬉しかった。お迎えの
時やちょっとの時間で
も子供の様子をお話
してくれて嬉しかった。
・何かあったら連絡し
てくれる
・日頃の様子について
は連絡帳でやり取り
出来ているかなと思
います。
・園での様子を連絡帳
で伝えてもらってい
る。
・登降園時や、連絡等
などでいつも適切に
情報共有ができてい
ると思います。
・子供のことをすごく
見てくれて細かく伝え
てくれるのですごく助
かっています。
・日々子どもの状況を
伝えていただき、園で
の様子や変化がしっ
かり把握できていま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。今年度もコロナ禍
のため、直接お話をす
る機会が少なかったで
すが、その分保護者の
皆様から連絡帳にて細
かく様子を伝えて頂き
園としても嬉しく思いま
す。ありがとうございま
した。必要な時には電
話やバス添乗時にお話
しする等の工夫をして
まいりましたが、今後も
お子様の様子を保護者
の皆様と共有できるよう
考えてまいりたいと思い
ます。

⑬
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

21 8 0 0

・個別面談では支援
内容の話だけではなく
自宅での悩みや困っ
ている事など色々聞
いてくれた。
・懇談会では時間も限
られていたのでこちら
から家での様子を一
方的に伝えるだけで
終わってしまったので
すが、園での様子や
活動内容の意図など
も教えてもらえたら家
でもできることがある
かもと気づけるかと思
います。
・前期、後期で面談が
あったがもっと情報共
有をするためにも定
期的に面談する機会
が欲しかった。助言を
もっと欲しい。
・子供について情報共
有が十分あり適切に
アドバイスや情報提
供がありとても助かっ
ています。
・お忙しい中園長先生
担任の先生との面談
とても助かっていま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。今年度もコロナ禍
の影響で保護者の皆様
とお話をする機会が減
り、不安な思いがあった
かと思います。できるだ
け、園での様子や保育
の意図など保護者の皆
様が必要な情報を得ら
れるように情報発信を
してまいります。

⑫

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の健康や状況や課題に
ついて共通理解が出来ているか

29 3 0 0
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・相談には早期に対
応してくださり、納得
のいく内容で大変助
けていただいていま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。今後もご相談対
応やご連絡については
迅速に対応してまいり
たいと思います。

⑮
子どもや保護者との意志の疎通や情報伝
達のための配慮がなされているか

30 1 0 1

・連絡ノートにたくさん
書いてくれる

ご意見ありがとうござい
ます。今後も連絡帳等
を通して保護者の皆様
に情報伝達をしっかりと
してまいります。

⑭

こどもや保護者からの相談や申し入れにつ
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・説明され迅速かつ適切
に対応されているか

29 2 0 1

・誓約書を記入してい
ます。
・同意書があるのでい
いと思う

ご意見ありがとうござい
ます。
今後も誓約書や同意書
等で保護者の皆様の意
思を確認をしながら、個
人情報の取り扱いに十
分気を付けていきたい
と思います。

⑰

保護者会の活動の支援や、保護者会など
の開催により保護者同士の連携が支援さ
れているか

30 2 0 0

・勉強会や講和会など
双葉会の役員の方と
たくさん機会を作って
いいただきとても勉強
になった。
・役員の方が中心と
なっていろんな勉強会
をしてくれる。コロナ情
報も迅速に連絡してく
れる。
・保護者のための勉
強会が、充実している
と感じます。以前、作
業療法士の先生の感
覚統合というセミナー
を受けたことがあるの
ですが日常の療育プ
ログラムと感覚統合
の関係を理解する
きっかけとなりました。
そのような勉強会もあ
るといいなと思いま
す。
・適切な講師の紹介
や保護者会との連携
が取れており充実した
活動が出来ていると
思います。
・双葉会の役員のみ
なさん、園長先生のお
かげで交流の時間を
いただきました。

ご意見ありがとうござい
ます。保護者会と協同
しながら保護者の皆様
の仲間作り、勉強会や
研修等のお手伝いをさ
せて頂ければと思いま
す。

⑯
個人情報の取り扱いに十分注意されてい
るか

30 1 0 1

1

・月に一回避難訓練
をしている。
・何度か訓練していま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。入園時に重要事
項説明の中での説明の
通り、毎月一回、地震、
火災、不審者などを想
定して訓練をしておりま
す。保護者の皆さまが
不安にならないようによ
り丁寧な説明を心がけ
たいと思います。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

29 2 0

非
常
等
の
対
応

⑱



・丁寧な説明、先生方
の熱心な対応にとて
も満足し感謝していま
す。
・クラス担任でない先
生でもみんなで子ども
を見守ってくれている
感じがしていいと思い
ます。
・大変満足していま
す。子どもたちと全力
で遊んでいる姿（先生
方）感謝の気持ちで
いっぱいです。
・手厚くとても丁寧に
対応していただいてい
ます。
・とても満足していま
す。

ご意見ありがとうござい
ます。今後も保護者の
皆様に満足していただ
ける支援ができるよう努
力していきたいと思いま
す。

〇この「保護者等からの事業所評価の集会結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け個別
支援計画」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。

㉑ 事業所の支援に満足しているか 31 0 0 1

満
足
度

⑳ 子どもは通所を楽しみにしているか 31 0 0 1

・毎日通園バスが来る
と笑顔で乗り込んでい
く。
・毎日楽しんでいるの
が伝わります。
・毎日たのしく通って
います。
・とてもたのしく通園し
ている
・園に着くといつも楽し
そうにかけていき本人
も笑顔で過ごせてい
てよかったです。
・とても楽しみにして
通園しています。
・とても楽しみにしてい
る。なくてはならない
なかよし学園です。
・通園中の表情がとて
もよく楽しんでいるの
が伝わります。

ご意見ありがとうござい
ます。今後も子ども達
が楽しみにして登園し
て、明日に期待をして
降園していただけるよう
努力していきたいと思
います。

⑲

非
常
等
の
対
応

毎月1回の避難訓練と
共に、災害伝言ダイヤ
ルの入力訓練を実施し
ています。お子様方も
回を重ねるごとに保育
士・指導員と共にス
ムーズに避難をするこ
とができています。年に
1回の法人全施設防災
訓練及び鶴ケ谷4園合
同防災訓練にも参加
し、大規模災害が起
こった時に安全にお子
様の引き渡しができる
ようこれからも訓練を積
んでいきたいと思いま
す。

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を行われているか

記入漏れ　１名

30 0 0 1

・時々いくと訓練して
います。


