
チェック項目
はい
（適切で
ある）

どちらと
もいえな
い

いいえ
（適切で
ない）

ご意見

1 訪問の頻度は適切だと思いますか 21 4 0

・対象児の様子に応じて訪問頻度をその都度設定していただき、有り難いです。
・その子に合った頻度であり相談の上決めているので良いです。
・幼児一人ひとりの状況に合わせて、相談しながら行えていると思います。
・教えていただいた方法や打ち合わせに出た内容を実際に試してみた時の変化
など、より本児の育ちに目を向けられるので、助かりました。
・もう少し回数を増やして欲しいです。
・子どもは安定して学校ですごせており、訪問まで行う必要はないと思われた
が、保護者の要望で行ったことがあった。
・幼児の様子はもちろん、園側の意見も聞いてくれた上で日程を考えてくださっ
ていたので良かったです。
・個々の状況に合わせて適切だった。

2 訪問の内容は適切だと思いますか 22 3 0
・保護者の方の話も受け入れ、幼児の為に目的をもって訪問されていると思いま
す。
・専門的な視点でアドバイスがもらえた。

3
訪問員は、お子様に合った支援を先生に提案していると
思いますか

22 3 0

・園での様子と事業所での様子を踏まえて、園でも可能な程度の支援方法を提
案して下さるのですぐに指導に活かすことができます。
・困っていることを相談させて頂けるのでありがたいです。
・学校で対応に苦慮していればアドバイスが必要だが、うまく環境に対応できて
いたのでお伺いすることがなかった。
・とても分かりやすく、一人ひとりの様子、育ちに合った内容で、訪問後実践させ
ていただき、様子を見てきました。
・保護者の悩みに合った具体的な支援を聞くことができた。

4
訪問先や児童発達支援事業所等との間で、情報共有と
相互理解に努めてると思いますか

23 2 0

・情報共有することで相互理解が更に高まるので、引き続きお願いしたいと思い
ます。
・新入学児童の園や家庭の様子を伝えてもらうことはとても有効であった。特に
家庭の状況や親子の関係性がわかって、本人の課題をつかむことができた。
・訪問後の話し合いの中で、細かく話をさせていただき、情報共有と相互理解を
することが出来た貴重な時間です。
・保護者の困り感など情報共有し、必要に応じて話し合いの場を設けて情報共

5
保育所（または幼稚園、子ども園）、学校の先生とご家族
のニーズや課題が客観的に分析された上で、支援計画
が作成されていると思いますか

23 1 1

・園というよりも保護者さんのニーズ重視（あたり前ですが）
・新入学児童の園や家庭の様子を伝えてもらうことはとても有効であった。特に
家庭の状況や親子の関係性がわかって、本人の課題をつかむことができた。
・作成されている。

6
保育所等訪問支援をご家族が利用することで、お子様の
園や学校の生活に役立っていると感じますか

23 2 0

・成長に繋がっているのでとても良いです。
・新入学児童の園や家庭の様子を伝えてもらうことはとても有効であった。特に
家庭の状況や親子の関係性がわかって、本人の課題をつかむことができた。
・専門家の方からアドバイス等とても勉強になり、現場で役立ち、それがお子さ
んの成長に繋がっていると感じます。
・他面的な視点で話し合うことによって見通しのある支援ができた。

支援方法は、事業所での様子もふまえ、園や
学校で行える支援の１つとして提案させていた
だいております。先生方と一緒に園で行える支
援を見つけていけたらと思いますので、今後と
も宜しくお願い致します。

私たちも先生方と連携をしていくことで、お子様
の発達に繋がっていると感じています。今後
も、情報共有と役割分担等をしながら、お子様
の発達を見守っていけたらと思います。

情報共有は今後も大切にしていきたいと思い
ます。

ご本人と保護者の方がご利用されているので、
そのニーズを受けた計画にもなりますが、先生
方が伸ばしたいと思われている面等も計画に
反映させていきたいと思っております。訪問時
にご意見を頂けると有難いです。

対応

訪問支援の頻度は、お子様、保護者、先生、訪
問員の要望や意見をすり合わせて決めていき
たいと思っています。そのため、先生方の率直
な意見も聞かせて頂けたらと思います。また、
ご本人が成長され、訪問支援を終了するまで
には、保護者の方のご同意も必要です。保護
者の方が安心してサービスを終了できるよう、
一緒に見守って頂けると有難いです。

適切な支援の提供・満足度について

保育所等訪問支援（先生用集計結果）　　　　　　　　　　　　　　　　　　回収率　　２５／２５（１００％）　　　　　　　　　　　　　　　　　



7
保育所等訪問支援をご家族が利用したことで、お子様を
取りまく環境（園、家庭、事業所等）が連携できたと感じま
したか

22 2 1

・以前より身近に感じるようになりました。今後も児にとって過ごしやすい環境設
定を意識していきます。
・成長に繋がっているのでとても良いです。
・現場で保育にあたる職員は日々悩みながら対応しています。もう少し連携でき
ればと正直思います。
・新入学児童の園や家庭の様子を伝えてもらうことはとても有効であった。特に
家庭の状況や親子の関係性がわかって、本人の課題をつかむことができた。
・保護者の方の受け取り方次第で難しいのかなと思うことは何度かありました
が、内容によっては協力的で連携も出来ていたと思います。
・情報が共有されることが保護者の安心感に繋がっていた。

8
保育所等訪問支援と児童発達支援を併用することで、お
子様の成長につながったと感じますか

23 1 1

・情報共有の機会となることや、相互での様子の違いや気付きがそれぞれの支
援に活かせると思いますので良いと思います。
・成長に繋がっているのでとても良いです。
・新入学児童の園や家庭の様子を伝えてもらうことはとても有効であった。特に
家庭の状況や親子の関係性がわかって、本人の課題をつかむことができた。
・訪問員の方の理解（対象のお子さんの）が深まっていると感じます。
・専門的な支援が成長へと繋がっている。

チェック項目
はい
（適切で
ある）

どちらと
もいえな
い

いいえ
（適切で
ない）

ご意見

1
お子様の様子の振り返りや今後の方向性などについて丁
寧な説明がなされていますか

24 1 0

・書面で頂けるので園全体での共通理解にもなりとても良いです
・今後の方向性について話し合っても次回の訪問までに時間があいてしまうので
時差がある感じがする。
・とても分かりやすく丁寧な説明でした。
・保護者の要望等も踏まえつつ、今後の方向性について詳しく話ができた。

2 報告書の内容は、分かりやすいですか 24 1 0

・保護者の方にお伝えする前に、内容を事前確認できたことは良かったと思いま
す。
・分かりやすかったです。後から見返しても、見やすく為になる内容です。
・とてもわかりやすい。
・表にしてあることで読みやすいが、空間がないので多少読みにくい部分もあり
ました。

3
日頃からお子様の状況をご家族、園や学校と伝え合い、
お子様の発達の状況や課題について共通理解ができて
いると思いますか

19 5 1

・保護者の方へ園の様子をお伝えするようにはしていますが、さらに努力してい
きたい事項です。
・園だけでなく、ふらっぷさんでの様子も踏まえた上で話をし、共通理解が出来て
いました。
・お互いに課題を伝え合い話し合うことで前向きに検討し、共通理解できている。

4
先生に対して支援内容に関する助言等の支援が行われ
ていますか

21 4 0

・対応について悩んでいることなど助言して頂けるので助かります。
・特に支援について助言を求めたいとは思わないため。
・助言も適切で保育の中で実践して関わりをもち、幼児もできることが増えまし
た。
・発達を踏まえた助言をもらっている。

私たちも先生方と連携をしていくことで、お子様
の発達に繋がっていると感じています。今後
も、情報共有と役割分担等をしながら、お子様
の発達を見守っていけたらと思います。

先生方への説明等について

先生方と事業所、そして保護者の方が同じ方
向性を見据えて支援を行っていけるよう、今後
も先生方と話し合いながら進めていきたいと思
いますので宜しくお願い致します。

今回の訪問から次回の訪問までの時差につい
て、頻度を増やした方がいいのか、電話等の
他の方法を活用して時差を埋めていくことがい
いのか、先生方と今後検討していけたらと思い
ます。
訪問の報告書の書式についても、見直しを
行っていきたいと思います。

対応



5
先生方からの苦情について、対応の体制を整備し、先生
方に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に
対応していますか

12 6 0

無回答：７
・苦情はありません。児の育ちから適切な支援が行われており、参考になりま
す。
・苦情はありません。
・今現在まで苦情はありません。
・特に苦情はないのでどちらとも言えません。
・苦情はありません。
・このような事例はありませんでした。いつも丁寧な説明をしていただきありがと
うございます。
・苦情は特にありません。
・わかりません。
・苦情等はありませんでした。丁寧な対応いつもありがとうございます。
・同じ立場なので「苦情」があること自体がおかしい。苦情はありえない。
・苦情等なかった。

チェック項目
はい
（適切で
ある）

どちらと
もいえな
い

いいえ
（適切で
ない）

ご意見

1
訪問スタッフは先生方からの質問に対して親身になり、責
任をもって対応していると思いますか

23 2 0
・担当の方によって違いがありますが、だいたい対応して頂いています。
・親身になって話を聞くだけではなく、説明の仕方も丁寧でした。
・園の方針や担当の関わり等を理解した上で的確にアドバイスしてもらった。

2
訪問スタッフは、普段から気軽に相談できる雰囲気になっ
ていますか

24 1 0
・どんな小さなことでも、疑問や保育をする上で困ったことはたくさん聞いて、相
談させていただきました。
・些細な事でも電話で連携をとっている。

3 訪問スタッフの言葉遣いは適切ですか 24 1 0 ・適切である。

4 訪問スタッフの電話対応は、丁寧にできていますか 25 0 0 ・丁寧にやってもらっている。

温かいお言葉、貴重なご意見ありがとうござい
ます。また、お忙しい中、いつも訪問支援を受
け入れて下さり、本当に感謝しております。私
たちも訪問を通し、先生方から教わることが多
く、協力して支援していくことの大切さを日々感
じております。お子様の中には、まだ個別的な
支援を必要とされる方もいらっしゃいます。そ
のため、集団の中で見ていくことの大変さもあ
るかと思います。部分的にでも歩み寄った支援
を行って下さることで、少しずつお子様も成長し
ていけると思います。私たちも、集団の中でで
きる方法を少人数、小集団の中で試行錯誤し
ながら探し、提案させて頂きたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

接遇について

訪問スタッフは、それぞれ資格も異なるため、
視点等も少し変わる所があるかもしれません。
その違いが少しでもなくなるよう、訪問員も研
修等行っていきたいと思います。
些細なことでも、互いに情報共有を行うことで、
お子様の発達につながっていくと思いますの
で、いつでもご連絡頂ければと思います。

対応

※その他、保育所等訪問支援事業に関してご意見等がありましたら、記載をお願い致します。

・訪問されるスタッフの方はやわらかい雰囲気で相談しやすいので、今後も児の育ち（情緒面等）について情報共有し、支援して頂ければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
・質問に対しても親身になり、お話を聞いていただき、お子様の支援に役立たせて頂いております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。
・訪問支援や電話対応等で情報共有ができ、児童の発達支援の際に役立っていると感じています。いつも丁寧に見て頂き、感謝しています。
・毎回訪問の際、丁寧に対応して頂き、また、子どもに対する支援の提供も分かりやすくとても参考にさせて頂いています。
・上村先生に来ていただき、ふらっぷさんと情報共有できたり、毎回貴重なご意見や助言を頂けてとても有難かったです。今まで大変お世話になりました。
・今年度お世話になりました。来年度もよろしくお願い致します。
・幼児のことを第一に考え、保護者の要望等も受け入れ、毎回目的を持って訪問されていると感じていました。園の行事や保育内容も理解してくださり感謝しています。日頃気付かないことや、細かい内容
も丁寧に説明してくださり、園側からの話も親身になって聞いて下さり、幼児の為になる話し合いも出来ました。
・園の保育者だけでは、どのように関わり、援助していったらいいか、迷い悩むところを色々教えて下さり、お子さんのためと自信をもって保育にあたることができます。お子さんの成長はもちろんですが、園
の先生方も勉強となり成長できていると感謝しています。これからもよろしくお願い致します。
・いつもお忙しい中訪問支援に来ていただきありがとうございます。療育面からいつもご指導いただける事に感謝申し上げます。今後とも幼稚園だけでは補う事の出来ない子ども達へのサポートについてご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
・支援が必要な子どもへの対応の仕方等を支援事業様と共有することにより、子どもへの関わり方を学ぶことがたくさんありました。ありがとうございます。感謝申し上げます。向春のみぎり、ますますのご健
勝とご活躍をお祈りいたします。
・個別支援の面では理解できるところもあるが、集団生活の中で、ふらっぷさんと共通の対応をしていくことが難しい部分もある。
・訪問された際、園での対象児の日常の姿を見て頂きたいので、直接的ではなく、離れたところから間接的に見て頂きたいです。また、日々、保育環境を大切にしているので、周りの子ども達の保育に支障
のない形で訪問をして頂けると大変有難いです。
・ご家庭・ふらっぷさん・園との連携がしっかり出来ると更によい支援へとつながるのではないかと思う。
・こちらでも本児がより集団での生活に慣れ、また学びへと繋げていけるように試行錯誤を続けていきたいと思いますので、今後もご助力、ご指導を頂けると幸いです。今後ともよろしくお願い致します。
・いつもありがとうございます。日々の保育の中で課題が出たときに聞けたり相談できたりする事ができると担任の負担も少し減るのではないかと感じています。
・園の生活を早い時期に伝えてもらい、児童理解に生かすことができた。園での環境や対応と小学校でのものとに差があるため、小学校での生活リズムや指導指針、内容をさらに詳しく知ってもらうと、こち
らで気づいていない支援について助言をもらえるようになるのかもしれない。
・日程の調整がなかなか難しく連絡等が遅くなってすみません。
・訪問にいらして頂き、その子ひとりひとりの集団生活での内容をじっくり見て頂くことで、第三者的視点の意見を頂けていつも勉強になります。これからもどうぞよろしくお願い致します。



温かいお言葉、貴重なご意見ありがとうござい
ます。また、お忙しい中、いつも訪問支援を受
け入れて下さり、本当に感謝しております。私
たちも訪問を通し、先生方から教わることが多
く、協力して支援していくことの大切さを日々感
じております。お子様の中には、まだ個別的な
支援を必要とされる方もいらっしゃいます。そ
のため、集団の中で見ていくことの大変さもあ
るかと思います。部分的にでも歩み寄った支援
を行って下さることで、少しずつお子様も成長し
ていけると思います。私たちも、集団の中でで
きる方法を少人数、小集団の中で試行錯誤し
ながら探し、提案させて頂きたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

※その他、保育所等訪問支援事業に関してご意見等がありましたら、記載をお願い致します。

・訪問されるスタッフの方はやわらかい雰囲気で相談しやすいので、今後も児の育ち（情緒面等）について情報共有し、支援して頂ければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
・質問に対しても親身になり、お話を聞いていただき、お子様の支援に役立たせて頂いております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。
・訪問支援や電話対応等で情報共有ができ、児童の発達支援の際に役立っていると感じています。いつも丁寧に見て頂き、感謝しています。
・毎回訪問の際、丁寧に対応して頂き、また、子どもに対する支援の提供も分かりやすくとても参考にさせて頂いています。
・上村先生に来ていただき、ふらっぷさんと情報共有できたり、毎回貴重なご意見や助言を頂けてとても有難かったです。今まで大変お世話になりました。
・今年度お世話になりました。来年度もよろしくお願い致します。
・幼児のことを第一に考え、保護者の要望等も受け入れ、毎回目的を持って訪問されていると感じていました。園の行事や保育内容も理解してくださり感謝しています。日頃気付かないことや、細かい内容
も丁寧に説明してくださり、園側からの話も親身になって聞いて下さり、幼児の為になる話し合いも出来ました。
・園の保育者だけでは、どのように関わり、援助していったらいいか、迷い悩むところを色々教えて下さり、お子さんのためと自信をもって保育にあたることができます。お子さんの成長はもちろんですが、園
の先生方も勉強となり成長できていると感謝しています。これからもよろしくお願い致します。
・いつもお忙しい中訪問支援に来ていただきありがとうございます。療育面からいつもご指導いただける事に感謝申し上げます。今後とも幼稚園だけでは補う事の出来ない子ども達へのサポートについてご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
・支援が必要な子どもへの対応の仕方等を支援事業様と共有することにより、子どもへの関わり方を学ぶことがたくさんありました。ありがとうございます。感謝申し上げます。向春のみぎり、ますますのご健
勝とご活躍をお祈りいたします。
・個別支援の面では理解できるところもあるが、集団生活の中で、ふらっぷさんと共通の対応をしていくことが難しい部分もある。
・訪問された際、園での対象児の日常の姿を見て頂きたいので、直接的ではなく、離れたところから間接的に見て頂きたいです。また、日々、保育環境を大切にしているので、周りの子ども達の保育に支障
のない形で訪問をして頂けると大変有難いです。
・ご家庭・ふらっぷさん・園との連携がしっかり出来ると更によい支援へとつながるのではないかと思う。
・こちらでも本児がより集団での生活に慣れ、また学びへと繋げていけるように試行錯誤を続けていきたいと思いますので、今後もご助力、ご指導を頂けると幸いです。今後ともよろしくお願い致します。
・いつもありがとうございます。日々の保育の中で課題が出たときに聞けたり相談できたりする事ができると担任の負担も少し減るのではないかと感じています。
・園の生活を早い時期に伝えてもらい、児童理解に生かすことができた。園での環境や対応と小学校でのものとに差があるため、小学校での生活リズムや指導指針、内容をさらに詳しく知ってもらうと、こち
らで気づいていない支援について助言をもらえるようになるのかもしれない。
・日程の調整がなかなか難しく連絡等が遅くなってすみません。
・訪問にいらして頂き、その子ひとりひとりの集団生活での内容をじっくり見て頂くことで、第三者的視点の意見を頂けていつも勉強になります。これからもどうぞよろしくお願い致します。


