児童発達支援・放課後等デイサービス事業所における自己評価表（公表）R３年度
公表：令和４年 ３月１８日
チェック項目

①職員の配置数は適切である
環

事業所名：小山市こども発達支援センター「たんぽぽ園」
はい

9名

か

いいえ

工夫している点

・個の対応が必要なお子さん
にも対応できるように配置

境

している。

・

・課題の時など、丁寧な関わ

体

りが必要な時は職員を増や

制

して対応している。
②療育空間は、子供に分かりや

課題や改善すべき点、方策等

9名

・その時々で、必要に応じて

すく構造化された環境になっ

個々に対応できるように配

ているか。また、障害の特性に

慮している。

応じ、設備等はバリアフリー化
や情報伝達等の配慮が適切に
なされているか
③療育空間は、清潔で、心地よ

9名

・子ども達がよく使う場所や

く過ごせる環境になっている

物をみてアルコール消毒を

か。また子供達の活動に合わせ

している。

た空間になっているか

・コロナ禍でも消毒や換気は
日々丁寧に行っている。大掃
除等でも環境を整えている。

④業務改善を進めるための
業

PDCA サイクル（目標設定と

務

振り返り）に広く職員が参加し

改

ているか

善

⑤保護者の意向を把握し、業務

9名

・職員会議や日々の打合せ等
で行っている。

9名

改善につなげているか

・保護者からの療育等の意向
が上がった場合、職員会議を
行い業務改善できるように
努めている。

⑥この自己評価結果を、公開し

9名

ているか

・年末から年始にかけてアン
ケートを行い年度中に公開
するよう心掛けている。

⑦職員の資質向上のため、研修

9名

の機会を確保しているか

・管理者と児発管が計画実行

・コロナ禍で園外での研修参加

して行うことができている。

の機会が減っている為、園内の

・研修に行った職員が得た情

研修を増やせると良い。

報を他の職員へ資 料を周知
する機会を設けている。
適

⑧アセスメントを適切に行い、 ９名

・園作成のアセスメントシー

・保護者との信頼関係を築ける

切

子供と保護者のニーズや課題

トを使用し、聞きとり等を行

よう話を丁寧に聞いていける

な

を客観的に分析した上で支援

い作成している。

ようにしていきたい。

支

計画を作成しているか

援

⑨支援計画に沿った支援が行

の

われているか

9名

・会議を定期的に行ってい

・支援の方法など実践できない

る。

事もある為、６ヶ月に１回の支

提

・支援会議を開き児童にあっ

援会議の他にも計画を振り返

供

た計画をたてている。

る機会を設けられるようにす
る。

⑩活動プログラムの立案をチ

9名

・お子さんに合わせて組み替

ームで行っているか

えするなど職員で話し合い
ながら進めていっている。

⑪子供の状況に応じて、個別活

7名

２名

・特に個別として行っていな

・個の対応が必要な時もあるこ

動と集団活動を適宜組み合わ

いが、ひとりひとりに合った

とを想定しているが、さらに工

せて支援計画を作成している

活動ができるように職員の

夫していきたい。

か

配置など考えている。
・放デイでは能力に合わせて
グループを分けたり、子ども
が最大限の能力を発揮でき
るよう努めている。

⑫支援開始前には職員間で必

９名

・役割分担まで確認し、スム

ず打合せをし、その日行われる

ーズに支援できるようにし

支援の内容や役割分担につい

ている。

て確認しているか

・日々の課題の進め方、時間
配分、個々への対応方法など
毎日共有
ができている。

⑬支援終了後には、職員間で必

7名

2名

・記録を記入しながら情報共

・終了後は時間の確保が難しい

ず打合せをし、その日行われた

有している。

が、共有が必要な事案はその都

支援の振り返りを行い、気付い

・記録を記入しながら情報共

度伝えて共有は出来ているの

た点等

有しています。

で問題はない。

を共有しているか

・終了直後には時間がなく難
しいが、翌日に気になる点が
あれば職員会で共有してい
る。

⑭日々の支援に関して記録を

9名

・直後に記録記入を優先でき

とることを徹底し、支援の検

るよう他の職員が補助して

証・改善につなげているか

いる。

⑮定期的にモニタリングを行

9名

・6 ヵ月に１回を基本にモニ

い、支援計画の見直しの必然性

タリングを行い評価し支援

を判断しているか

計画の見直しを行っている。

保

⑯保育所、幼稚園、小学校、特

護

6名

３名

・必要な児童には行っている

・幼稚園や保育園とより一層、

別支援学校との間で、支援内容

が件数的には少ない。支援学

情報を共有して、支援の方法を

者

等の情報共有と相互理解を図

校では送迎時に情報の共有

統一できたらよいのではない

関

っているか

ができている。

かと思う。

係

⑰日頃から子供の状況を保護

療育後やお迎え時に今日あ

・なかなか時間がとれない保護

機

者と伝え合い、子供の発達状況

った出来事を伝えることで、

者とはもう少し積極的に会話

関

や課題について共通理解をも

コミュニケーションを図っ

を持てるよう努力したい。

と

っているか

ている。

の

⑱保護者の対応力の向上を図

連
携

9名

7名

2名

・専門職の講話会の機会を増

・伝えるだけでなく、他にも方

る観点から、保護者に対して家

やし、家庭でも実践できるよ

法があるのではないかと思う

族支援プログラム（ペアレン

う支援している。

ので考えていく。

ト・トレーニング等）の支援を

・保護者からの相談があった

行っているか

時は、児発管が対応し心理な
どにつなげたり、職員間で話
し合ったりしている。

⑲定期的に保護者からの子育
保

ての悩み等に対する相談に適

護

切に応じ、必要な助言と支援を

者

行っているか

へ

⑳保護者会等を開催する等に

の
説

9名

・保護者から相談は適宜応

・もっと知識を深め、多様なケ

じ、助言を行っている。

ースにも対応できるようにす
る。

６名

・コロナ等で保護者会は開催

・コロナ禍でも保護者が交流で

より、保護者同士の連携を支援

していないが、保護者同士の

きるような方法を考えていく。

しているか

交流を兼ねた行事を企画・実

明

3名

施している。

責

㉑子供や保護者からの相談や

任

申入れについて、対応の体制を

9名

・管理者・児発管に相談し迅
速に進められている。

整備するとともに、子供や保護
者に周知し、相談や申入れがあ
った場合に迅速かつ適切に対
応しているか
㉒定期的に会報等を発行し、活

9名

動概要や行事予定等の情報を

・毎月１回園だよりにて発信

・避難訓練など伝わっていない

している。

こともあるとわかった。載せ方

保護者に発信しているか
㉓個人情報の取扱いに十分注

を検討したい。
9名

意しているか

・個人情報の取り扱いについ
ては、意識して十分に注意し
ている。また、鍵のかかると
ころに保管している。

㉔保護者との意思の疎通や情
報伝達を実践しているか

９名

重要なポイントを簡潔に保
護者に伝えられるようにし
ている。

㉕緊急時対応マニュアル、防犯
非

マニュアル、感染症対応マニュ

常

アル等を策定し、職員や保護者

時

に周知しているか

等

㉖非常災害の発生に備え、定期

の

的に避難・救出その他必要な訓

対

練を行っているか

応

㉗事前に服薬や予防接種、発作

9名

・避難訓練に参加して頂くと
いう形で周知している。

9名

・毎月１回避難訓練を実施し
ている。

9名

・発作時の対応について、家

等の状況を確認しているか

族から詳細を聞き取りマニ
ュアル化している。

㉘ヒヤリハット事例集を作成

2名

7名

・職員間で危険な状態は情報

・日誌にはその都度記載し、朝

して事業所内で共有している

共有している。

礼で周知し共有している。

か

・文書としての事例集は作成
していないが、必要に応じて
記録している。

㉙虐待を防止するために、職員

9名

・研修等で得た資料等を職員

の研修機会を確保する等、適切

会議に配布。レポートを書く

な対応をしているか

ことによってさらに理解を
深めている。

㉚どのような場合にやむを得

9名

ず身体拘束を行うかについて、

・現在、身体拘束が必要な児

・身体拘束が必要な場合は、子

童がいない。

供や保護者に事前に説明し、支

組織的に決定し、子供や保護者

援計画に記載していく。

に事前に十分に説明し、了解を
得た上で、支援計画に記載して
いるか

児童発達支援評価表（保護者用）
児童発達支援対象者：55 名
項

目

①子供の活動等のスペースが十

配布：５５名 回答：２７名 回答率：４９％
は

い

27 名

どちらとも
いえない

いいえ

わから
ない

ご

意 見

・とても広くて明るくて良い。

分に確保されているか

②職員の配置数や専門性は適切

27 名

であるか

③施設空間は清潔で心地よく過
ごせて、子供たちの活動に合っ
た環境になっているか

27 名

・清潔で過ごしやすい。
・加湿器が充実していたら良い。

④子供と保護者のニーズや課題

26 名

1名

・いろいろな事をして頂き助かっている。

にあった児童発達支援計画が
作成されているか
⑤個別支援計画の説明がなされ、

26 名

1名

それに沿った支援が行われて
いるか
⑥契約時に重要事項説明書に沿

27 名

・とてもわかりやすく説明してくれる。

って丁寧な説明がなされたか

⑦子供の状況を保護者と伝え合

24 名

3名

・もう少し詳しく子の様子が聞きたい。

い、子供の健康や発達の状況、

・もう少し子どもの発達状態を話せる時

課題について共通理解ができ

間が取れるといい。

ているか

・個人の課題については母自身の理解が
足りていないと感じる。
・先生は話しやすく状況を伝えやすい。

⑧必要時に保護者に対して、面談

24 名

2名

1名

・初めての利用で分からないことだらけ

や育児に関する助言等の支援

なので、話かけて頂けだけで助かる。

が行われているか

・1 人で悩んで気付いたら解決している
ので、相談せずに終わっている。

⑨子供や保護者との意思の疎通

25 名

1名

1名

や情報伝達の配慮がなされて
いるか
⑩たんぽぽ園の予定や活動状況

22 名

1名

1名

無記名：３)

・毎月の園だよりで予定や計画がわかり

等が、たより等で保護者に対し

安心。

て発信されているか
⑪個人情報の取扱いが十分注意

(

23 名

1名

(

無記名：３)

(

無記名：３)

(

無記名：３)

されているか
⑫非常災害の発生に備え、定期的

17 名

2名

5名

に避難、救出その他必要な訓練
を行われているか

⑬子供は通所を楽しみにしてい
るか

20 名

4名

・幼稚園に行く習慣が抜けずに通園を嫌
がる。
・とても楽しみにしている。
・友だちのことが好き。

⑭たんぽぽ園の支援に満足して

24 名

(

無記名：３)

・すごく満足。

いるか

・優しくて丁寧で安心している。
⑮苦情等がある場合、たんぽぽ園

19 名

5名

(

無記名：３)

は、きちんと受け入れる体制が

・体制は出来ていると思うが、利用した

できていて対応しているか

ことがないのでわからない。
・苦情がないのでわからない。

放課後等デイサービス評価表（保護者用）
放課後等デイサービス対象者：２９名

項

目

①子供の活動等のスペースが十

は

い

16 名

配布：２９名 回答：１７名 回答率：５８％
どちらとも
いえない

いいえ

わから
ない

1名

意 見

・確保はされているが、十分に使用され

分に確保されているか
②職員の配置数や専門性は適切

ご

ていない。(園庭等)
15 名

1名

15 名

1名

16 名

１名

16 名

１名

16 名

１名

(

無記名：３)

であるか
③施設空間はバリアフリー化の

1名

配慮がなされ、子供たちの活動
に合った環境になっているか

④子供と保護者のニーズや課題
に合った個別支援計画が作成
されているか
⑤契約時に重要事項説明書に沿
って丁寧な説明がなされたか
⑥子供の状況を保護者と伝え合

・個別担当の先生との対話、話し合いが

い、子供の健康や発達の状況、

ほとんど出来ていない。

課題について共通理解ができ
ているか
⑦個別支援計画書の説明がなさ

17 名

れ、それに合った支援が行われ
ているか
⑧子供や保護者との意見の疎通

15 名

1名

15 名

1名

(

や譲歩伝達の配慮がなされて
いるか
⑨個人情報の取扱いが十分注意
されているか

１名

無記名：１)

⑩非常災害の発生に備え、定期的

11 名

３名

15 名

２名

16 名

１名

３名

に避難、救出その他必要な訓練
を行われているか
⑪必要時に保護者に対して、面談
や育児に関する助言等の支援
が行われているか
⑫たんぽぽ園の予定や活動状況

・毎回活動の様子を伝えて下さり嬉しい。

等が、たより等で保護者に対し

・活動を見ることが出来るのもありがた

て発信されているか

い。

⑬子供は通所を楽しみにしてい

14 名

１名

２名

・楽しく通所している。大好きな場所。
・家でも園と同様な活動を自分からやっ

るか

ている。
⑭たんぽぽ園の支援に満足して

15 名

２名

・時間、日にちたくさん利用できるとあ
りがたい。

いるか
⑮苦情等がある場合、たんぽぽ園
は、きちんと受け入れる体制が
できていて対応しているか

15 名

２名

