
公表日：　H31年　3月　20日 事業所名：児童発達支援ことり

チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

1
利用定員に応じた指導訓練室等
スペースの十分な確保

法令に従って適切な指導訓練スペースを
確保しています。

・少人数分の十分なスペースがあると思います。
・広くきれいな空間であり、安心できる
・広くて明るく、十分なスペースがある
・目の届きやすい広さでちょうど良いと思う
・定員いっぱいだと少し狭くないかなと思う。

引き続き、利用人数や療育内容を調整し、ス
ペースに余裕を持った療育の提供に努めま
す。

2 職員の適切な配置

法令に従って適切な職員の人員配置を
行っています。その上で、より手厚い支援
が行えるよう、クラスを分けて定員を調整
しています。

・一人の児童に一人の職員が付いていて、（今の利用人数で）充分す
ぎます！
・いつも顔見知りの先生がいて安心できる
・経験や人数など問題ありません
・療育によく精通され専門性は充分あると思う
・母子分離なので専門性までは分からないが、少人数を先生何人か
で見て頂いている。

引き続き、利用定員に応じた職員配置をしてい
きます。

3
本人にわかりやすい構造、バリア
フリー化、情報伝達等に配慮した
環境など特性に応じた設備整備

室内はバリアフリー化されています。その
上で、お子様に合わせて分かりやすい表
示を行い、構造化に努めています。

・子どもは安心して楽しく過ごせているようなので問題ないかと思いま
す。
・過ごしやすい環境に感じます！！
・段差がなく指示カード等で分かりやすいと思う
・くつを脱ぐ所、トイレ・荷物置きなど、本人でも分かりやすいと思う。

引き続き、適切な環境を設定していきます。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども
達の活動に合わせた生活空間の
確保

午前・午後クラスの前後に清掃や整理整
頓を行い、環境が整っているか必ず確認
を行っています。

・かわいくて清潔感もあり、大人が見てもテンションが上がります！
・のびのびと安心して過ごせている
・日光が適度によくあたり、明るい良い環境だと思う
・手拭きは共有タオルでなく、ペーパータオルのようなので安心。活動
も室内活動するには目が届きやすいのではないかと思う。

清掃チェック表を利用し、室内を清潔に保つ事
に努めます。

1
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）へ
の職員の積極的な参画

書面と口頭にて、職員全員で情報共有す
る事に努めています。月に一度の職員会
議で目標設定の見直し、より適切な支援
について協議しています。

引き続き、情報共有を怠らず、よりよい支援に
向けた協議を続けていきます。

2
第三者による外部評価を活用し
た業務改善の実施

現在、第三者による外部評価は行ってい
ません。

必要に応じて、活用を検討します。

3
職員の資質の向上を行うための
研修機会の確保

それぞれの職務に応じた専門分野の研修
に参加しています。

より広い分野への研修に参加し、知識・技術・
接遇の研鑽向上を怠らず、日々の支援に真摯
に取り組みます。

1

アセスメントを適切に行い、子ど
もと保護者のニーズや課題を客
観的に分析した上での児童発達
支援計画の作成

契約時に丁寧な聞き取りを行う事で、保護
者の方と事業所の間でニーズや目標を共
有し、支援計画の作成に努めています。ま
た、お子様の成長や発達に応じてこまめ
に個別支援計画を改定しています。

・しっかりニーズに答えて下さっています！！
・都度、必要な課題を取り入れてもらっている
・良く聞きとってくださり、ニーズに合っています
・見学や面談の時に、子どもの気になる所も十分に話せたし、苦手な
事にも少しずつ挑戦させてくれている。

引き続き、アセスメントを適切に行い、支援計
画を作成していきます。

2
子どもの状況に応じ、かつ個別
活動と集団活動を適宜組み合わ
せた児童発達支援計画の作成

保護者の方のニーズやお子様の状況か
ら、個別活動支援と集団活動支援のどち
らがより適切かを判断して、午前・午後クラ
スを使い分け、計画を作成しています。

引き続き、モニタリング等でお子様にとって最も
適した方法を模索しながら個別活動と集団活
動を組み合わせて、個別支援計画の作成・改
定を行っていきます。

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添様式2
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

3
児童発達支援計画における子ど
もの支援に必要な項目の設定及
び具体的な支援内容の記載

明確な目標設定と、達成までの時期の目
安を具体的に記入し、記載しています。

・トイレトレーニングなど、重要な支援をしっかりして下さっています。
（適切に設定されています）
・お友達との交流、細かい作業など楽しく出来ている
・苦手な事もちょっとずつ本人が嫌がらない程度に取り入れてくれて
いると思う。

引き続き、苦手な作業の克服と得意な事を伸
ばしていく事のバランスをよく考えながら、具体
的な計画を立て、保護者の方に説明・了承を
得た上で実際の療育に取り組みます。

4
児童発達支援計画に沿った適切
な支援の実施

職員全員で支援計画を把握し、日々の療
育内容を決める際の参考にしています。

・はい！
・情緒や体調に合わせて工夫してもらっている
・希望どおりです。

引き続き、それぞれのお子様に応じた支援内
容を確認し療育に取り組みながら、当日の様
子に柔軟に対応していきます。

5
チーム全体での活動プログラム
の立案

月案会議を開催し、職員全員でねらいや
療育内容を確認するとともに、週毎にリー
ダーを交代してお子様の様子を把握でき
るような体制作りをしています。

引き続き、職員全員に伝達する時間を設け、共
通理解を深めていきます。

6
平日、休日、長期休暇に応じたき
め細やかな支援

長期休暇中は、保護者の方の要望に応じ
クラスの変更を提案しています。

利用人数に応じ、お子様に負担のかからない
療育内容を取り入れていきます。

7
活動プログラムが固定化しないよ
うな工夫の実施

月案で季節に応じた療育内容を設定して
います。その上で、週案でお子様の人数
や発達に適した療育実施できるよう、柔軟
に対応しています。

・家ではなかなかできない事を色々やって頂いていると思います。
・沢山のバリエーションのプログラムがあり、こちらが見習わないとい
けない事が沢山です。
・家ではやらせてもらえない事も経験で着ているようで満足している
・飽きないよう、あたらしい事を少しずつ取り入れている
・トイレトレーニングも様子を見て進めてくれているので自宅でもトイレ
に座るのを嫌がりにくくなった。

引き続き、お子様の状態や季節に応じた療育
を実施しながら、活動の幅を広げていきます。

8
支援開始前における職員間でそ
の日の支援内容や役割分担につ
いての確認の徹底

それぞれのクラスの療育が始まる前に職
員全員で、療育内容や各自の役割の確認
を行っています。

引き続き、職員間での連携を大切にしていきま
す。

9
支援終了後における職員間でそ
の日行われた支援の振り返りと
気付いた点などの情報の共有化

各クラスでの療育後に、参加した職員全員
で、お子様の様子や目標の達成度、プロ
グラムの時間配分や動線、設定の難易度
等の振り返りを毎日行っています。

引き続き、職員間で協議する機会を必ず設け
て情報の共有化を図り、今後の療育に活かし
ていきます。

10
日々の支援に関しての正確な記
録の徹底や、支援の検証・改善
の継続実施

個人単位では、体温・体調などの健康面、
各項目の達成度や課題などの発達面の
様子をデイ記録に記入しています。総合的
な療育内容も週案の評価・反省欄に記入
し、書面にて職員全員で共有しています。

引き続き、職員全員がデイ記録を定期的に振
り返り、お子様の成長や課題を的確に把握して
いきます。

11
定期的なモニタリングの実施及び
児童発達支援計画の見直し

3ヶ月に1度、チェックシートとモニタリング
表を用いて課題や目標の達成度の確認や
支援の振り返りを行っています。必要に応
じて、保護者のご意見を参考に支援計画
の見直しを行っています。

現状を維持しながら、必要に応じてモニタリン
グの頻度を増やす事も検討していきます。

連
携

1

子どもの状況に精通した最もふさ
わしい者による障害児相談支援
事業所のサービス担当者会議へ
の参画

現在、相談支援会議の要請がなく、出席し
た事がありません。

今後、機会があれば積極的に相談支援会議へ
の参加に努めます。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

2

（医療的ケアが必要な子どもや
重症心身障害のある子ども等を
支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の関係機関と連携
した支援の実施

3

（医療的ケアが必要な子どもや
重症心身障害のある子ども等を
支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関
等と連絡体制の整備

4

児童発達支援事業所からの円滑
な移行支援のため、保育所や認
定こども園、幼稚園、小学校、特
別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

運動会や保育参観等でお子様の様子をご
見学させて頂いたり、幼稚園の先生にご
来所頂いて事業所での様子や目標につい
てお伝えしています。また、保護者の方か
らの希望に応じて、ご入園予定の幼稚園・
保育所宛に引継書の作成をしています。

引き続き、経過報告書や引き継ぎ書を作成し
たり、幼稚園等の行事を見学する機会を作る
などして情報共有に努めます。

5

放課後等デイサービスからの円
滑な移行支援のため、学校を卒
業後、障害福祉サービス事業所
等に対するそれまでの支援内容
等についての十分な情報提供、

6

児童発達支援センターや発達障
害者支援センター等の専門機関
と連携や、専門機関での研修の
受講の促進

神戸市総合児童センター等で実施されて
いる研修に、内容に応じて適切な職員が
参加しています。

引き続き、積極的に研修等に参加し職員の質
の向上に努めます。

7

児等発達支援の場合の保育所
や認定こども園、幼稚園等との交
流や、地域の子どもと活動する機
会の提供

現在、実施していません。
今後、人数に応じて児童館等で地域のお子様
と触れ合う機会を作れるよう取り組みます。

8
事業所の行事への地域住民の
招待など地域に開かれた事業の
運営

加入している商店会がおもちつき等のイベ
ントを行っており、告知や参加のお誘い等
を実施しています。

引き続き、商店会のイベント等の告知や誘いか
けで、地域との交流を図る機会を設けます。

1
支援の内容、利用者負担等につ
いての丁寧iな説明

契約時に重要事項説明書の他、1日の流
れや利用者負担の仕組み等を書面にてご
説明しています。

・丁寧にわかりやすく説明してくださいました。
・丁寧な説明があった
・書面に沿って、丁寧に説明して頂きました
・利用者負担が一番気になるところだったのですが、決定するまで何
度も話せてよかったです。

引き続き、保護者の方が納得してご利用頂け
るよう、丁寧な説明を心がけていきます。

2
児童発達支援計画を示しながら
の支援内容の丁寧な説明

計画実施前に目標や課題の相互確認を
行い、改定時には丁寧にニーズをお伺い
し、お子様の現在の姿が計画書に反映す
るように努めています。

・ありました！
・分かりやすい言葉で計画書に示して頂きました
・計画書頂いています。

引き続き、丁寧な説明を心がけ、目標や課題
の共有に努めます。

保
護
者
へ
の
説
明

・そういった機会があれば参加したいと思います。
・特に今の所は、まだその機会がなかったと思うので、今後交流会が
あれば楽しみです！
・交流は今のところ求めていません
・今のところまだなかったと思う。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

3
保護者の対応力の向上を図る観
点から、保護者に対するペアレン
ト･トレーニング等の支援の実施

現在、実施していません。

・実施希望します。
・なくても問題ないと思いますが、実施の機会があれば楽しみです！
・もう少し月日が経ってから是非ペアトレをお願いしたい
・ペアトレ、是非実施してほしいです
・まだしていません。
・その都度良いアドバイスは頂いていますので満足しています

今後、保護者の方へ希望する研修内容や日々
の困り事等、丁寧な聞き取りを行い、実施を検
討します。

4
子どもの発達の状況や課題につ
いて、日頃から保護者との共通
理解の徹底

保護者申し送り時や連絡帳への記載等
で、日々の様子や課題等の共通理解を
図っています。

・毎日、報告して下さっています！
・毎日顔を合わせて会話ができ安心している
・お迎えの時や連絡帳に詳しく書いてあり、こちらからも伝えやすい
・お迎え時に個別に話して下さるので分かりやすいです
・お迎えに行った時（今日できた事など）少し様子を聞けますし、連絡
帳にも細かく書いてあるので読むのが楽しみです。

引き続き、保護者の方との会話等から共通理
解を深め、お子様の成長の助けになるように
努めます。

5
保護者からの子育ての悩み等に
対する相談への適切な対応と必
要な助言の実施

個別支援計画の改訂時や保護者の方の
希望に応じて、個別に相談の時間を設け
ています。また、平常時から家庭での様子
や幼稚園等での様子を聞き取り、事業所
での療育に活かすよう努めています。

・少しまとまった時間を使って相談に乗って頂ける機会があるとありが
たいです。
・しっかり助言してくださっています！
・今後も定期的にアドバイスが欲しい
・まだしていません。数か月程度なので…。

引き続き、日々の申し送りを大切にし、希望が
あれば相談対応等に努めます。個別支援計画
の目標の見直しも積極的に行っていきます。

6
父母の会の活動の支援や、保護
者会の開催による保護者同士の
連携支援

現在、実施しておりません。

・特にないですが問題ないです！
・同じ事業所に通う、保護者同士の情報交換会があってもよいと思う
・保護者同士のつながりがほしいです。預かって頂いている間に、先
生一人と親たち…というような。
・特に希望していません。

今後、保護者の方へ参加しやすい日程や時間
等のニーズを聞き取り、実施を検討します。

7

子どもや保護者からの苦情に対
する対応体制整備や、子どもや
保護者に周知及び苦情があった
場合の迅速かつ適切な対応

現在、苦情は寄せられていません。
・全然問題ありません！
・お願いした事について、迅速に対応して頂きました
・まだ苦情を伝える事がありません。

引き続き、お子様の引き渡し時に丁寧な聞き取
りや報告を行い、より良い環境整備に向けた情
報収集を行います。職員間の情報共有も徹底
していきます。

8
障害のある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

意思疎通の難しいお子様は、家庭でのや
り方の聞き取りを行えるよう、保護者の方
とは話のしやすい雰囲気作りに努めてい
ます。

・大丈夫です！！
・メールでの連絡や相談にも対応してもらっている
・子どもの話に耳を傾けてくれていると感じます。

引き続き、家庭との連携を深めるよう心がけて
いきます。

9

定期的な会報等の発行、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情
報についての子どもや保護者へ
の発信

現在、会報の発行は行っていませんが、
HPのブログを毎日更新したり、送迎時等
会話での伝達を行っています。

・いつもブログを拝見しています。
・HPもしっかりしていて、ブログを見るのが楽しいです。
・その日にあった事などほぼ毎日HPで見られて嬉しい
・ブログを通じて子どもたちの様子を見ています。
・時々ホームページを覗くと作品作りの事が写真付きでのっていて、
楽しんでみています。

今後、会報（おたより）の発行を検討します。

10
個人情報の取扱いに対する十分
な対応

個人情報の記載された書類は鍵付き書庫
で厳重に管理しています。また、個人情報
を含むデータをHP等に掲載する際は、契
約時に行ったアンケートに基づき写真掲載
や名前の記載など、保護者の方の要望に
沿う形で行っています。

・充分に注意されています！
・特に気にした事がない
・注意して頂いているのではと思います。

引き続き、徹底した個人情報の保護に努めま
す。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1

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
の策定と、職員や保護者への周
知徹底

緊急時・感染症罹患時・災害発生時の対
応や避難場所を重要事項説明書に記載
し、契約時に口頭で確認しています。

・しっかりマニュアルを説明して下さり安心です！
・書面で頂きました
・地震などの避難場所は聞いています。

防犯マニュアルについては未策定なので、早
急に作成に取り掛かります。

2
非常災害の発生に備えた、定期
的に避難、救出その他必要な訓
練の実施

2ヶ月に一度、防災訓練・避難訓練を行っ
ています。津波・土砂災害などの警戒区域
外の災害については絵本や口頭で注意喚
起し、地震や火災など被災の恐れがある
災害については実際に避難経路や避難指
定場所への移動し、確認しています。

・実際に見ていないのでわかりません。
・定期的に訓練が行われており、安心です！
・訓練はよく行っているようです
・分かりません。

出来る限り利用者全員が避難訓練に参加でき
るよう調整を行い、よりお子様に理解しやすい
方法を検討していきます。連絡帳・ブログ等を
通じて報告も丁寧に行っていきます。

3
虐待を防止するための職員研修
機の確保等の適切な対応

事業開始時に虐待防止の職員研修を行っ
ています。また、メディアの虐待報道等に
ついて職員同士で話し合い、弊所での発
生を防ぐ算段について模索しています。

引き続き、定期的な研修を実施していきます。

4

やむを得ず身体拘束を行う場合
における組織的な決定と、子ども
や保護者に事前に十分に説明・
了解を得た上での児童発達支援
計画への記載

現在、身体拘束を行った事はありません。

今後、身体拘束を要する事案が発生する際に
は、予め保護者の方への説明・了承を得た上
で三原則に則り職員全員での協議の上行いま
す。また、記録を必ず残し、支援計画にも記載
します。

5
食物アレルギーのある子どもに
対する医師の指示書に基づく適
切な対応

現在、食物アレルギーのお子様はご利用
されていません。（契約時に書面にて確認
しています）

引き続き、契約時の書面確認を怠らず、事故
の発生を未然に防ぐ事に努めます。

6
ヒヤリハット事例集の作成及び事
業所内での共有の徹底

現時点で2件の事案が発生しました。所定
の書式に則り、6W1H形式で具体的かつ正
確に作成し、職員全体で原因を究明・分析
し、現場に反映させて再発を防ぐよう努め
ています。

他事業所の案件も参考・検討し、当事業所で
の事故の防止、ヒヤリハット案件の軽減に努め
ます。

1
子どもは通所を楽しみにしている
か

・毎日、通所を心待ちにしています。
・通所してからすぐに慣れ、お迎えが来ると自ら車に行きます！！
・楽しんでいると思う
・楽しんでいるようです
・自宅でも「○○つくった」や先生の名前、お友だちの名前を言ったり
しており、一度も嫌がる事なく通所しています
・興味のある事に応じて（キャラクターなど）教材を作って下さるので
通うのがとても楽しいようです

2
保護者は事業所の支援に満足し
ているか

・大変丁寧に対応頂いており、とてもありがたく思っています。
・満足です！！
・非常に満足している
・その子の個性や状態をよく見てくださって、その子に合った支援をし
てい頂いています
・ありがたいです。
・これからもよろしくお願いいたします

満
足
度

非
常
時
等
の
対
応


	様式2（事業所・公表用）

