
児童発達支援・放課後等デイサービスにおける自己評価表（公表）Ｒ4 年度 

公表：令和５年 ３月１５日    事業所名：小山市こども発達支援センター「たんぽぽ園」 

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点、方策等 

 

環

境 

・

体

制 

 

①職員の配置数は適切で

あるか 

 

 

9名  ・グループによっては

安全面等を考慮し人数

配置数を増やして対応

している。 

・その日の課題やメン

バーに合わせて児発・

放デイ各々の職員に加

わってもらいながら行

っている。 

 

・放デイに関して、長期

期間中の人員配置に毎年

苦慮しているが、職員間

での関わりや対処方法を

共有し事故なく過ごして

いる。 

②療育空間は、子供に分

かりやすく構造化された

環境になっているか。ま

た、障害の特性に応じ、

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 

9名  ・視覚的にわかりやす

くシンプルに整え取組

しやすい環境を作って

いる。 

・各部屋での約束事は、

子ども達に分かりやす

いように、絵や表示で

知らせている。 

・グループの子ども達

に合わせて部屋の大き

さをアコーデオンカー

テンで調整し、安全面

に配慮している。 

・可能な限り、子供が最

大限の力を発揮できるよ

うに工夫している。 

③療育空間は、清潔で、

心地よく過ごせる環境に

なっているか。また子供

達の活動に合わせた空間

になっているか 

 

9名  ・毎日清掃し、感染対

策を行っている。 

・グループ毎に消毒を

こまめに行い安心して

利用してもらえるよう

努めている。教室も用

途や児童に合わせて使

い分けして行ってい

る。 

・子に応じて屋内の物

品を移動したりしてい

る。 

予算に余裕があればSI室

に空気清浄機があると良

いかと思う。 

 

業

務

改

善 

④業務改善を進めるため

の PDCAサイクル（目標

設定と振り返り）に広く

職員が参加しているか 

 

8名 1名 ・療育後などに振り返

り次に活かしていける

ように話し合いができ

ている。 

・職員会議等で改善す

る所がある場合は全員

が参加している。 

 

⑤保護者の意向を把握

し、業務改善につなげて

いるか 

9名  ・モニタリング等の記

録をその都度回覧し保

護者の意向を把握でき

るようにしている。 

 

⑥この自己評価結果を、

公開しているか 

 

9名    



⑦職員の資質向上のた

め、研修の機会を確保し

ているか 

 

9名  ・定期的な研修への参

加、報告を行っており、

学んだことを職員間で

共有している。 

・定期的に園内研修で

グループワークや研究

発表を行っている。 

・年間計画を立て研修

を行っている。 

・時間を工夫しながら

研修を行い知識を高め

ている。 

・研修を分担して調べ

ることでより学ぶこと

ができた。 

 

園外の研修機会が減って

いるにので、もう少し確

保していきたい。 

適

切

な

支

援

の

提

供 

⑧アセスメントを適切に

行い、子供と保護者のニ

ーズや課題を客観的に分

析した上で支援計画を作

成しているか 

 

9名  ・支援計画については、

児発管を中心に職員間

で話し合い決めてい

る。 

・支援会議を保護者モ

ニタリング後に行い、

目標の達成度や今後の

支援法について会議を

行った上で作成につな

げている。 

・アセスメントシート

や、健診、発達検査の

評価などをもとに作成

している。 

 

・客観的に分析できるよ

う経験を積む。 

⑨支援計画に沿った支援

が行われているか 

 

 

9名   ・設定された課題等が目

標に向けた課題とのずれ

もある為、月案設定時も

振り返りが必要。 

⑩活動プログラムの立案

をチームで行っているか 

 

 

9名  ・毎朝、朝礼後にプロ

グラムを確認し配慮す

る点などを話し合って

いる。 

・同じ課題であっても、

その日のメンバーに合

わせて細かくチームで

立案している。 

・一人での見立てでは

気づきずらい面も意見

を出し合っておこなう

ので、いろんな見方が

できる。 

・立案した月案をみん

なで確認しながら打合

せしている。 

 

・設定された課題等が目

標に向けた課題とのずれ

もある為、月案設定時も

振り返りが必要。 



⑪子供の状況に応じて、

個別活動と集団活動を適

宜組み合わせて支援計画

を作成しているか 

 

9名  ・完全なる個別活動で

はなく、個別支援とし

て集団の中で行ってい

る。 

・集団活動の中で、そ

の子に合わせた活動と

なるよう手段を変えて

行ったりしている。 

・放デイに関して、個

別活動は難しいが、自

傷や他害のある子につ

いては個別対応してい

る。 

 

 

 

 

⑫支援開始前には職員間

で必ず打合せをし、その

日行われる支援の内容や

役割分担について確認し

ているか 

 

9名  ・毎朝、朝礼後にプロ

グラムを確認し配慮す

る点などを話し合って

いる 

・クラス担当、子供の

様子など必ず打合せを

行っている。 

・細かく確認し、その

日の流れをイメージし

て業務に取りかかれる

ようにしている。 

 

 

 

 

⑬支援終了後には、職員

間で必ず打合せをし、そ

の日行われた支援の振り

返りを行い、気付いた点

等 

を共有しているか 

 

8名 1名 ・支援終了後毎回では

ないが、振り返りを行

っている。気付いた点

の共有はその都度行っ

ている。 

・保護者からの情報も

共有している。 

毎日、支援終了後の打合

せは難しいが、必要があ

れば翌日に前日の振り返

りを行っている。 

 ⑭日々の支援に関して記

録をとることを徹底し、

支援の検証・改善につな

げているか 

 

9名  ・支援計画につなげて

いくことができるよう

に記録をするようにし

ている。 

・記入がしやすいよう

に他の職員がフォロー

している。 

 

・記入の書式や方法につ

いては、今後も事務負担

の軽減として、見直して

いきたい。 

 

⑮定期的にモニタリング

を行い、支援計画の見直

しの必然性を判断してい

るか 

9名  ・モニタリングの結果

を報告し、会議を行っ

ている。 

 

 

 

 



保

護

者

関

係

機

関

と

の

連

携 

⑯保育所、幼稚園、小学

校、特別支援学校との間

で、支援内容等の情報共

有と相互理解を図ってい

るか 

9名  ・必要があれば、それ

ぞれが違う園、学校も

先生と話し合いの場を

設けている。 

・特別支援学校の先生

とは、送迎時にその日

の様子を伺って情報共

有している。 

・直接的な連携が必要

な児童は連携会議とし

て、情報や支援法の共

有を行っている。 

・必要に応じて、それ

ぞれのお子様が通う園

や学校の先生と話し合

いの場を設け、情報を

共有し、支援の手立て

としている。 

 

⑰日頃から子供の状況を

保護者と伝え合い、子供

の発達状況や課題につい

て共通理解をもっている

か 

9名  ・お迎えの時、その日

の様子をお伝えしなが

ら気になることがあれ

ば家庭や学校での様子

を伺って共通理解に努

めている。 

・なかなか会えない保

護者などは担当外の職

員から情報を得るよう

にしている。 

・要点を絞りながらそ

の日の様子や気付いた

ことを話すよう工夫し

ている。 

・全ての保護者に対して

同じだけ時間を持ててい

るか振り返っていきた

い。 

・時間がとれず、なかな

か話が出来ていないので

工夫していきたい。 

⑱保護者の対応力の向上

を図る観点から、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）の支援を行

っているか 

8名 1名 ・課題の説明の時、家

でも出来るようなもの

であれば詳しく説明し

て伝えている。 

・ST,OT,心理の講習会

を開催しいろいろな面

から支援している。 

 

 

保

護

者

へ

の

説

明

責

任 

⑲定期的に保護者からの

子育ての悩み等に対する

相談に適切に応じ、必要

な助言と支援を行ってい

るか 

 

8名 1名 ・モニタリング時と別

途要望があった場合に

時間を設けている。 

・相談に対して、都度

職員同士で話し合いな

がら、より良い方向に

なるように伝えてい

く。 

・STやOT、心理相談

など、必要に応じて個

別的なお話を聞く場面

を設けている。 

 

・必要な時に対応させて

頂いている。 



⑳保護者会等を開催する

等により、保護者同士の

連携を支援しているか 

3名 6名 ・保護者会の開催はな

かったが親子レクを通

して保護者同士の関わ

りが見られた。 

・母子分離の時など母

達にお茶会の提案を

し、情報交換の機会を

作れるようにしてい

る。 

・保護者会という名目で

会を開催することはない

が、放デイでは長期の親

子参加型のイベント、児

発では、運動会などの行

事を通じて保護者同士で

話す機会を設けている。 

・療育の時間内で、保護

者同士が話やすい環境設

定を心がけている。 

㉑子供や保護者からの相

談や申入れについて、対

応の体制を整備するとと

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 

9名  ・必要に応じて、相談

の場を設け迅速に対応

している。 

・モニタリング時と別

途要望があった場合に

時間を設けている。 

・すぐ上司に相談して

対応している。 

・報連相を大切にして

対処させていただいて

いる。 

 

 

 

 

㉒定期的に会報等を発行

し、活動概要や行事予定

等の情報を保護者に発信

しているか 

9名  ・園だよりとして毎月

定期的に配布し、日本

語が苦手な方には、ひ

らがな対応や直接説明

している。 

・課題を目的と共にの

せることで意義が伝わ

るようにしている。 

・年間行事予定表や、

毎月のおたよりで情報

をお伝えしている。 

 

 

 

・月のおたよりに重要な

部分（持ち物）にマーカ

ーを引いてお知らせして

いるが、伝わっていない

保護者がいる。おたより

と同時に直接お伝えし、

必ず目につく場所への表

示等をして伝えた方が良

い。 

㉓個人情報の取扱いに十

分注意しているか 

9名  ・関係者以外の入室が

ある時は、個人情報元

となりうるものをしま

って対応している。 

・名前が書いてあるも

のはシュレッターにか

ける。 

 

 

 

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  ・保護者の状況や表情

にも目を配り、できる

だけ対話させていただ

いている。 

 

 

・もっと意識を磨いて、

保護者との連携を取って

いきたい。 



 

非

常

時

等

の

対

応 

㉕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、職員や保護者に

周知しているか 

9名  ・ファイリングし職員

や保護者に周知してい

る。 

・定期的に避難訓練を

行い、様々な災害を想

定しながら、いろんな

グループが経験できる

ようにしている。振り

返りも行い都度対応し

ている。 

・月 1回の避難訓練や

発作に対する職員の動

きの確認をし、非常時

に備えている。 

 

 

㉖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っ

ているか 

9名  ・定期的に様々な場面

を設定した避難訓練を

実施している。 

・隔月で避難訓練を実

施している。 

・発作に対する職員の

動きの確認をし、非常

時に備えている。 

 

 

・保護者への周知が不足

している。（園だよりや訓

練後の伝達をしている

が、知らない保護者も多

い） 

・訓練の様子を写真で記

録し掲示する。 

㉗事前に服薬や予防接

種、発作等の状況を確認

しているか 

 

9名  ・児発管を中心に状況

を確認し、職員間で共

有している。 

・薬のお預かり表を提

出していただいている

（毎月） 

・保護者からの状況確

認をした上で必要に応

じて対応マニュアルを

作成して全職員に周知

している。 

・服薬は投薬依頼書を

提出して頂いて確認を

行っている。てんかん

に関しては各児童に合

わせたマニュアルを作

成し、職員間で訓練を

行っている。 

 

 

㉘ヒヤリハット事例集を

作成して事業所内で共有

しているか 

9名  ・ヒヤリハットを作成

し、朝礼や職員会議で

共有している。 

 

㉙虐待を防止するため

に、職員の研修機会を確

保する等、適切な対応を

しているか 

9名  ・年 1回程度園内研修

を行っている。 

 



㉚どのような場合にやむ

を得ず身体拘束を行うか

について、組織的に決定

し、子供や保護者に事前

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 

5名 2名 ・不穏になった時には

別室にてクールダウン

をしている。 

・現在、左記対応が必

要な児童はいない為、

実際は行っていない。 

 

【未記入２名】 

 

児童発達支援評価表（保護者用） 

児童発達支援対象者：55名  配布 55名  回答：31名 回答率：５６％ 

項  目 は い 

どちらと

もいえな

い 
いいえ 

わから 

ない ご 意 見 

①子供の活動等のスペース

が十分に確保されている

か 

30名  1名  ・トランポリンのある部屋のスペ

ースが狭く子供たちがぶつかっ

てしまうことがあります。子供が

遊ぶスペースとしては少し狭い

ように感じます。 

 

②職員の配置数や専門性は

適切であるか 

29名   2名  

 

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 

31名     

④子供と保護者のニーズや

課題にあった児童発達支

援計画が作成されている

か 

 

 

30名   1名  

⑤個別支援計画の説明がな

され、それに沿った支援

が行われているか 

 

30名 1名    

⑥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 

 

31名     

 



⑦子供の状況を保護者と伝

え合い、子供の健康や発

達の状況、課題について

共通理解ができているか 

 

31名     

 

 

 

⑧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 

29名 1名  1名 ・よく声掛けしてくれて相談しや

すいです。 

・毎回、色々な話を聞いていただ

いています。 

 

 

⑨子供や保護者との意思の

疎通や情報伝達の配慮が

なされているか 

 

31名     

⑩たんぽぽ園の予定や活動

状況等が、たより等で保

護者に対して発信されて

いるか 

 

30名 

 

   ・できれば、イベントなどは早め

に情報が欲しいです。 

 

 

 

【未記入 1名】 

⑪個人情報の取扱いが十分

注意されているか 

27名   3名 ・療育中のスマホの持ち込みにつ

いて特に制限がないので一部の

利用者さんが、時折写真や動画を

撮影しており、個人的には快く思

えません。利用者さん一人一人に

任せるしかないのですが、周囲や

他の子が映り込んでしまったり

配慮が足りない場合は、確認など

の声掛けがあると嬉しいと思い

ました。 

 

【未記入 1名】 

⑫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 

 

22名 1名  7名  

 

 

 

 

【未記入 1名】 



⑬子供は通所を楽しみにし

ているか 

29名 

 

1名   ・幼稚園よりも「たんぽぽ行きた

い」と言うほど楽しみにしていま

す。 

・毎回、とても楽しみにしていま

す。 

【未記入 1名】 

⑭たんぽぽ園の支援に満足

しているか 

30名 

 

 

    

 

【未記入 1名】 

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 

23名 

 

 

 

2名 

 

 

 

 

5名 

 

 

 

 

 

【未記入 1名】 

 

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 31名  配布：31名  回答：12名  回答率：３９％ 

項  目 は い 

どちらと

もいえな

い 
いいえ 

わから 

ない ご 意 見 

①子供の活動等のスペース

が十分に確保されている

か 

12名 

 

    

②職員の配置数や専門性は

適切であるか 

12名 

 

    

③施設空間はバリアフリー

化の配慮がなされ、子供

たちの活動に合った環境

になっているか 

12名 

 

    

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 

12名 

 

    

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 

 

12名 

 

    

⑥子供の状況を保護者と伝

え合い、子供の健康や発

達の状況、課題について

共通理解ができているか 

12名 

 

    



⑦個別支援計画書の説明が

なされ、それに合った支

援が行われているか 

12名 

 

    

⑧子供や保護者との意見の

疎通や情報伝達の配慮が

なされているか 

11名 1名    

⑨個人情報の取扱いが十分

注意されているか 

 

12名 

 

    

⑩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 

9名 1名  2名  

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 

11名 1名    

⑫たんぽぽ園の予定や活動

状況等が、たより等で保

護者に対して発信されて

いるか 

12名 

 

    

⑬子供は通所を楽しみにし

ているか 

11名 1名    

⑭たんぽぽ園の支援に満足

しているか 

12名 

 

    

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 

11名   1名  

 

 


