
公表：令和２年３月３１日 事業所名　放課後等デイサービスクックルーム　

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を踏まえた

改善内容又は改善目標

1
利用定員が指導訓練室等ス
ペースとの関係で適切である

57% 43%

今年度移設開所したおざさ事業所は、利
用定員に対して十分な広さがあり、適切
なスペースがあるため、利用児童の状
態に応じて利用できるようになっていま
す。

利用児童の状況に合わせて、落ち
着けるコーナーを設置したり、身体
を動かして活動できる場所を確保で
きるような配置を心がけていきます。

2 職員の配置数は適切である 71% 29%

強度行動障害のある児童にも適切な支
援ができるように、利用児童の状況に
よっては児童一人に職員１名の配置をし
ています。

利用児童の障がい状態によっては
他の児童とのトラブル回避のために
職員数は必要。歩行が不安定な児
童や車いす児童の支援内容によっ
ては、児童一人に職員２名が必要な
場合もあるため、今後も十分な職員
配置を行っていきます。

3
事業所の設備等について、バ
リアフリー化の配慮が適切に
なされている

100% 0%

事業所の状況により、段差が生じる箇所
には、スロープを設置する等、歩行が不
安定な児童や車いすでも利用しやすい
環境整備を行っています。

入口のドアやトイレについては、使
用中に児童の動きや活動に支障が
ないように改善し、定期的に点検し
ていきます。

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、広く職員が参画し
ている

57% 43%

月に１回会議を設け改善項目について
意見を出し合い具体的な解決策を出し
合っている。検討した結果については全
職員が共有できるように各事業所ごとに
記録を閲覧できるようにしています。

会議時以外でも勤務時に事業所管
理者に直接問題提起したり改善要
求ができ、意見が集約できるるよう
な職場の雰囲気作りを心がけていき
ます。

5

保護者等向け評価表を活用
する等によりアンケート調査を
実施して保護者等の意向等を
把握し、業務改善につなげて
いる

100% 0%

毎年１回、保護者向けのアンケートを実
施ししています。アンケートのご意見と合
わせて、児童の送迎時には保護者と積
極的に意見交換等を行っています。

アンケートだけでなく、通常のご利用
時に保護者とコミュニケーションをと
り、ご意見やご要望にタイムリーに
対応していくように支援員への周知
を図っていきます。

6
この自己評価の結果を、事業
所の会報やホームページ等で
公開している

100% 0%

事業所の会報に掲載して、地域の公民
館や関係施設に配布しています。また
ホームページで公開し、いつでも閲覧で
きるように公開しています.、

ホームページにアクセスできない保
護者の方には会報を配布するなどし
て文書での公開を行っています。

7
第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善につ
なげている

43% 57%

8
職員の資質の向上を行うため
に、研修の機会を確保してい
る

100% 0%

新規採用の職員については新人研修を
実施しており、各事業所での実習研修も
実施しています。事業所全体では共通
の研修を年間数回実施しています。研修
内容は職員からの希望も採用していま
す。また各事業所ごとに月１回の支援会
議を実施して児童への支援方法や対応
の仕方を具体的な支援を通して共有して
いきます。

事業所全体での研修に参加できな
かった支援員への伝達講習を行い、
職員全体の資質向上を図っていき
ます

9

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、放
課後等デイサービス計画を作
成している

86% 14%

・個別支援計画を半年ごとに実施し、常
に発最新の発達支援ができるように計
画を策定しています。
・他事業所参加で担当者会議を実施し、
保護者様、相談支援専門員と共に、児
童の発達や変化について情報共有を
行っています。

・今後も専門性を向上させ児童の発
達支援を行っていきます。
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 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表） 



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を踏まえた

改善内容又は改善目標

10

子どもの適応行動の状況を把
握するために、標準化された
アセスメントツールを使用して
いる

71% 29%

・保護者様から提供されたアセスメントを
ファイルし、利用する児童の個人情報を
集約しています。変化点などは支援記録
に記載し、職員間で共有しています。

保護者によるアセスメントの情報は
詳細で具体的なので、障がいの状
況や発達段階に沿って作成された
アセスメントに引用し専門的で客観
的な見方による、標準化された評価
表への改善を検討していきます。

11
活動プログラムの立案をチー
ムで行っている

100% 0%

月１回の支援会議で利用児童の発達状
況を支援員で話し合い、課題やショート
ゴールを具体的に確認し合っています。

各事業所の支援員ができるだけ多く
参加して立案できるように、支援会
議の日程を調整調整し、実施してい
きます。また利用児童の活動につい
ては各事業所間で情報共有を行っ
ていきます。

12
活動プログラムが固定化しな
いよう工夫している

71% 29%

計画を見直し、個別プログラムの見直し
は定期的に実施していますが、児童の
発達状態に成長や変化があった時は、
随時見直し変更を行っています。

常勤職員以外の支援員への周知を
徹底し、常に最新のプログラムに基
づいた方法で支援できるようにして
いきます。

13
平日、休日、長期休暇に応じ
て、課題をきめ細やかに設定
して支援している

57% 43%

子どもに合わせて学習課題を設定した
り、戸外活動を中心に身体を動かすよう
にするなど、平日は短時間でも個別に充
実できるような課題を設定しています。
休日や長期休暇は小集団で楽しめるよ
う、イベントを計画したり、社会経験を豊
かにするために公共交通機関を利用し
た外出や地域の行事への参加を行って
います。

長期休暇や休日の過ごし方につい
て、児童の発達段階に応じた個別プ
ログラムに配慮しながら、イベントへ
の参加等を考慮していきます。また
各事業所の利用児童の状態を想定
した内容を企画するなどの改善を
行っていきます。

14

子どもの状況に応じて、個別
活動と集団活動を適宜組み
合わせて放課後等デイサービ
ス計画を作成している

57% 43%

利用児童の発達状況に合わせて学習、
散歩などの個別活動のほか、おやつ、
昼食の買い物、帰りの会の司会や帰り
の準備などの小集団活動のルールを
ルーテン化して生活課題を設定していま
す。

今後も子どもの障がいや状態に応じ
たきめ細やかな支援を行っていきま
す。また小集団の利点を生かした活
動を企画していきます。

15

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

71% 29%

日案で当日の利用者の名前、人数、送
迎、活動内容の確認をするようにしてい
ます。　　　　　　　　　　・イベント時には事
前に計画表を閲覧共有しています。

子どもに適切な支援ができるように
具体的な支援方法について確認し
合っていますが、今後も職員間で協
力し合って支援していきます。

16

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

71% 29%

・支援後は当日の状況を記録し、職員間
で共有しています。
・反省点があれば翌日の昼礼会に全事
業所で意見を発表するようにして改善策
などを検討できるようにしています。

　・当日不在の職員は記録を読むことで
情報共有できるが、他の職員に十分に
伝わらないことがあるので全職員がもれ
なく共有できるようにしていきます。

17
日々の支援に関して正しく記
録をとることを徹底し、支援の
検証・改善につなげている

100% 0%

支援後は必ず当日の状況を記録し、次
回の支援時や個別評価の作成の際の
情報として活用するようにしています。

職員によって児童の見方や記録の
内容が偏らないように、当日の利用
者全員の状況を把握できるように、
できるだ客観的に記録できるように
していきます。

18

定期的にモニタリングを行い、
放課後等デイサービス計画の
見直しの必要性を判断してい
る

100% 0%

半年ごとに定期的なモニタリング及
び支援計画を見直し作成を行うこと
で新たな支援計画を作成し実施して
います。

児童の最新の変化をできるだけ迅
速に把握しサービス計画へ反映させ
ていきます。

19
ガイドラインの総則の基本活
動を複数組み合わせて支援を
行っている

86% 14%

・児発管を中心にガイドラインンに
沿った活動を組み合わせた支援を
行っています。

児発管だけでなく、職員や支援員に
も周知して支援を行っていきます。

20

障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議にその子
どもの状況に精通した最もふ
さわしい者が参画している

100% 0%

児童発達支援管理責任者及び実際
に支援している常勤職員が参加して
います。

今後も専門性のある職員が継続し
て参加していきます。
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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を踏まえた

改善内容又は改善目標

21

学校との情報共有（年間計
画・行事予定等の交換、子ど
もの下校時刻の確認等）、連
絡調整（送迎時の対応、トラブ
ル発生時の連絡）を適切に
行っている

100% 0%

小中学校の支援学級に通学する児
童の担任と随時情報交換を行い、体
調の変化や心理的な問題への情報
交換を実施しています。学校行事や
下校時間の確認のほか、日常的に
あ当日の体調の確認を行っていま
す。保護者と相互に連絡確認を行い
トラブルがないように気をつけていま
す。

できるだけ漏れがないように連絡調
整を行っており、特に児童の進学進
級後の新担任との連絡調整は、今
後とも丁寧に確認しスムーズな情報
共有を行っていきます。

22

医療的ケアが必要な子どもを
受け入れる場合は、子どもの
主治医等と連絡体制を整えて
いる

14% 86%

医療的ケアが必要な子どもは受け
入れていませんが、医療配慮児につ
いては、発作の見守りや睡眠障害、
持病に伴う与薬等について、保護者
と十分な連携をとって受け入れてい
ます。主治医からの情報は保護者を
通して共有しています。

・医療ケア児でなくても医療配慮児
を受け入れていることを職員間で十
分共有理解し、専門的知識を習得し
資質向上を図っていきます。

23

就学前に利用していた保育所
や幼稚園、認定こども園、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
ている

43% 57%

児童発達支援事業所からの引き継
ぎ情報をまとめたファイルを保護者
から提供してもらっていますが、必要
に応じて、支援状況の見学を受け入
れなどで情報を共有しています。

サービス担当者会議等にも細かな
情報が提供できるような機会を作っ
ていきます。

24

学校を卒業し、放課後等デイ
サービス事業所から障害福祉
サービス事業所等へ移行する
場合、それまでの支援内容等
の情報を提供する等している

71% 29%

・各事業所の児発管・サービス管理
責任者とともに面談を行い、利用者
が利用しているヘルパーさんからの
情報提供等を含めての、丁寧な移
行支援を行っています。

卒業後には積極的に障害福祉サー
ビス事業所へ出向きスムーズな移
行支援が行われているか訪問して
確認していきます。

25

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
機関と連携し、助言や研修を
受けている

57% 43%

・リハビリ専門病院のOTによる全体
研修を受けたり、個別に姿勢保持ハ
ンドリング等についてアドバイスを受
けています。専門機関が実施してい
る基礎研修や障害についての研修
を年間数名の職員が受講していま
す。

・今後とも専門機関が実施している
研修には積極的に参加して職員の
専門性や資質向上を図っていきま
す。

26
放課後児童クラブや児童館と
の交流や、障がいのない子ど
もと活動する機会がある

29% 71%

各事業所ごとに利用児童の状況を
踏まえ、公民館の季節行事（夏祭
り、もちつき、節分等）に参加したり、
地域のボランティアの協力を得て障
がいの垣根を超えた交流を実施して
いる。

・外部からの研修には積極的に参加
して職員の専門性や資質向上を
図っていく。

27
（地域自立支援）協議会等へ
積極的に参加している

14% 86%
今年度は参加していません。 支援時間の調整やスタッフの調整を

行い、今後は積極的に参加していき
たい。

28

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
の状況や課題について共通
理解を持っている

100% 0%

・毎回の連絡帳で日頃の状況は細
かく記入していき、送迎時のやり取り
や電話連絡などで常に最新の情報
交換を行っています。週末の様子や
リハビリの状況などをできるだけ詳し
く聞くようにして最新情報を聞くよう
にしています。

・今後も丁寧な連絡調整を行い共通
理解を図っていきます。

29

保護者の対応力の向上を図
る観点から、保護者に対して
ペアレント･トレーニング等の
支援を行っている

29% 71%

保護者の心理や心情を理解して対
応できる職員が少なく、保護者への
十分な支援が行われなかったことが
あったが、支援状況の変化や発達を
伝えるようにして児童への理解を促
しています。

ペアレントトレーニングについての専
門的な知識や内容について職員間
で理解するような研修を実施してい
きます。

30
運営規程、支援の内容、利用
者負担等について丁寧な説
明を行っている

100% 0%

新規契約時に伝えています。年間通
して、わからないことがあれば丁寧
な説明を行い、疑問点にはその都度
応えるようにしています。

保護者に十分に伝わるように今後も
丁寧に説明していきます。
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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を踏まえた

改善内容又は改善目標

31

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

86% 14%

保護者様からのさまざまな悩みや要
望には時間をかけて丁寧に傾聴す
ることを基本にしています。家庭状
況や兄弟児支援も含めて個々の状
況に応じた助言を行っています。

今後は兄弟児の交流なども企画し
保護者の子育て支援へつなげてい
きます。

32

父母の会の活動を支援した
り、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

14% 86%

父母の会活動への支援は、学校行
事（卒業式、バザー等）へ出向くこと
での協力を行っています。

利用者の保護者会は実施していま
せんが、保護者同士の情報交換が
できるよう、必要に応じて保護者間
をつなげる場を作っていきます。

33

子どもや保護者からの苦情に
ついて、対応の体制を整備す
るとともに、子どもや保護者に
周知し、苦情があった場合に
迅速かつ適切に対応している

100% 0%

保護者からの要望や苦情は速やか
に職員に伝達し、管理責任者が本
部へ報告して協議し対応していま
す。

・今後も丁寧な対応を心がけて実施
していくことで保護者から信頼される
ようにしていきます。

34

定期的に会報等を発行し、活
動概要や行事予定、連絡体
制等の情報を子どもや保護者
に対して発信している

100% 0%

各事業所ごとに、毎日の活動予定を
計画し、月間予定表を作成して保護
者に配布しています。またホーム
ページの公開を行い、ブログで活動
状況の報告を行っています。

・今後も継続して情報提供していき、
保護者と情報を共有していきます。

35 個人情報に十分注意している 100% 0%

・基本的な研修を受け十分に意識し
て注意しています。職員の服務規定
にも記載し、個人情報の流出がおき
ないよう厳しく防止しています。　児
童の活動の写真等の使用も専用の
カメラを使いネット等から流出しない
ようにしています。

・今後とも個人情報を保護し、外部
に流出しないように継続して注意し
ていきます。

36
障がいのある子どもや保護者
との意思の疎通や情報伝達
のための配慮をしている

100% 0%

・子どもについては視覚的な文字や
手話等を使って児童の障がいに配
慮したわかりやすいコミュニケーショ
ンを行っています。保護者について
も生活環境に配慮して話すようにし
ています。

・子どもに合わせたコミュニケーショ
ンツールを増やしていくことで児童
が過ごしやすい環境を作っていきま
す。

37
事業所の行事に地域住民を
招待する等地域に開かれた
事業運営を図っている

43% 57%

年間数回各事業所でのイベントに地
域のボランティアを招いて交流を
行っています。

・地域に開かれた事業所になるよ
う、イベントへの招待やボランティア
受け入れ等さまざまな活動を行って
いきます。

38

緊急時対応マニュアル、防犯
マニュアル、感染症対応マ
ニュアルを策定し、職員や保
護者に周知している

86% 14%

事業所内の見やすい場所に防犯マ
ニュアル等を掲示し、職員間に意識
周知しています。

・細かいマニュアルは全支援員には
周知しにくく、管理者の指示に頼ると
ころがあるので、支援場所の定位置
に防犯マニュアル冊子を置くなどし
て、誰でも閲覧できるようにしていき
ます。

39
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

100% 0%

年２回各事業所で避難マニュアルに
基づいた災害時の避難訓練を実施
しています。終了後は報告書を作成
し、反省や改善策について全職員で
共有しています。また避難場所には
日ごろから散歩などを通して児童に
も周知するように心がけています。

救出訓練については救命救急の研
修を毎年行っています。新規職員の
みならず、全職員のさらなるスキル
アップを目指していきます。

40
虐待を防止するため、職員の
研修機会を確保する等、適切
な対応をしている

100% 0%

各事業所ごとに折に触れて職員間
で話題にして意識づけていくようにし
ています。今年度は、全職員を対象
に、虐待をテーマとした研修を実施
しました。

研修に参加できなかった職員への
伝達講習を、支援の実践を通じて実
施していきます。

41

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、子どもや保
護者に事前に十分に説明し了
解を得た上で、放課後等デイ
サービス計画に記載している

57% 43%

身体拘束について利用児童の生命
の危険を回避するためや他の利用
児童に危険が及ぶ際等のやむおえ
ない場合に行うことがあります。事前
に環境を配慮することで回避できる
ようにしています。

利用児童の行動や、環境設定に配
慮し、全職員が共有できるよう研修
を実施し共通理解を行う。

非
常
時
等
の
対
応
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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を踏まえた

改善内容又は改善目標

42
食物アレルギーのある子ども
について、医師の指示書に基
づく対応がされている

71% 29%

保護者への綿密な聞き取りに基づ
いて服薬状況がわかるように薬の詳
細や内容が記載された説明書のコ
ピーを提出してもらい確認していま
す。

医師による直接の指示はありません
が、できるだけ新しい情報を得られ
るように保護者と綿密な連携をとっ
ていきます。特に新規契約児童につ
いては詳細な確認を行い、全職員
への周知を図っていきます。

43
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

100% 0%

各事業所より上がったﾋﾔりﾊｯﾄにつ
いては、関わった職員が管理者に報
告し、児発管が集約し事業所内で共
有しています。

ﾋﾔりﾊｯﾄを速やかに法人本部報告
し、職員間で共有するだけでなく、原
因、改善策等を支援者間で話し合い
各事業所で掲示し、再発防止に努
めていきます。

※無回答は「いいえ」として、カウントしております
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