
集計日：令和　3年　12月　15日

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か 〇

パーテーションで区切ることで、スペース
を確保している。

個別3人になるとスペースに狭さを感じる。1
時間の中での運動時間等を事前に調整する
工夫を行っている。

②職員の配置数は適切であるか 〇

質の高い支援を提供できるよう、加配配
置を行えるようにしている。

現在保有している資格や知識にとどまる
ことなく、支援に必要な知識を学んでい
く。

③生活空間は、児童に分かりやすく構造化された環境になっているか。ま

た、障害特性に応じ事業所の設備等はバリアフリー化や情報伝達等への配慮

が適切になされているか 〇

教室、入口は段差をなくし、バリアフリーの環
境になっている。トイレは児童も使用しやすい
ように昇降台を設置している。

玄関外から施設前道路の高低差を緩や
かにするスロープ等の検討。

④生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ど

も達の活動に合わせた空間となっているか

⑤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か 〇

月1以上の研修、月１の教室会議やケー
ス会議の時間を必ず設けている。また、
毎日の朝礼で業務改善・支援の振り替え

を行っている。

時間が捻出できた際には、より積極的に
PDCAサイクルを回せるようにスタッフ間
で声を掛け合っていく。

⑥保護者等向け評価表（アンケート）により、保護者等に対して事業所の評

価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげてい

るか 〇

回答を多くいただくためにSMSにてアン
ケート配布を実施。アンケートの振り返り
を全員で行う時間を設けている。

業務改善後の成果、振り返り時間を作っ
ていく。

⑦事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所とし

て自己評価を行うとともにその結果による支援の質の評価及び改善の内容を

事業所の会報やホームページ等で公開しているか 〇

できる限り多くの人に回答をしていただ
けるようペーパーレスで実施。改善点は
口頭でお伝えする場合もある。

手元で見て分かるように出力をして新規
の方にも見ていただけるよう検討をす
る。

⑧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か 〇

評価いただいた内容について、全員で話
し合う時間を設けている。

振り返りの時間が取れていないので、話
し合い後に振り替える時間も作る。

⑨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か 〇

月1以上の研修時間を設けている。ま
た、発達支援サポーターの資格獲得にも
取り組んでいる。

外部の研修にも積極的に参加ができる
ようにしていく。

⑩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、児童発達支援計画等を作成しているか 〇

月に1，2回ケース会議を実施、チェックリ
ストを作ることで漏れがないようにしてい
る。

チェック表を作っているものの、円滑に利用さ
れていないこともあり、漏れが0ではない。漏
れがなくなるようなサイクルを検討。

⑪子供の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを

使用しているか △

体験時のアセスメントは全員が統一した
ものを使用。標準化できている。

体験時のシートは共通しているが、日頃
のトレーニングの内容や指標の標準化
ができていない。
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⑫児童発達支援計画等には、ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支

援」の「発達支援（本人支援及び移行支援）」「家族支援」「地域支援」で

示す支援内容から子供の支援に必要な項目が適切に選択され、その上で具体

的な支援内容が設定されているか 〇

希望があった際に積極的に保護者や相
談支援事業所、園等外部機関と連携を
図りながら設定をしている。

他療育施設と定期的なモニタリングがで
きていることもあるが、お互いの療育内
容のより細かな共有等を行っていきた
い。

⑬児童発達支援計画に沿った支援が行われているか 〇

ケース会議を行う中で、全員が共通認識
を持ち、担当が変わっても統一した支援
を行える環境を設定。

支援記録に計画の項目があり、参照・入
力して支援に反映させている。集団療育
で個別支援計画の参照を行っていく。

⑭活動プログラムの立案をチームで行っているか 〇

集団トレーニングの内容について、年間
計画をもとに月ごとに話し合って決めて
いる。

外部SVとの情報共有実施を今後も継続

⑮活動プログラムが固定化されないよう工夫しているか
〇

複数担当制の導入。個別支援計画をもと
に様々なアプローチで支援ができるよう
に工夫をしている。

担当制を廃止したことで、療育内容の相
談・共有回数が増えた。

⑯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 〇

体験時や保護者面談等を定期的に行う
中で、保護者の意見も踏まえつつ、計画
を作成。

スポット授業を生かして、子どもに応じて既存
の授業に追加で集団や個別授業を案内する
回数が増えている為、今後も継続。

⑰支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、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
〇

集団トレーニングの共有のほか、毎朝の
朝礼で配慮事項等を確認している。

日報に共有事項を記載。漏れがないよう
に努めているため、今後も継続。

⑱支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振

り返りを行い気付いた点などを共有しているか

〇

業務日報に利用者情報共有欄を設け、
翌朝必ず目を通している。情報は日報・
支援日誌・朝礼で共有し、毎トレーニング
終了後も口頭共有を実施。

勤務時間とのかかわりから終礼は未実
施だが、引き続き記録に残し直接共有で
きない職員が確認できるよう徹底してい
く。

⑲日々の支援に関して記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善につなげ

ているか
〇

基幹システムに当日中の支援日誌入
力。全員で漏れがないかその日の最後
に確認、メモ欄に共有事項を記載。

抜け漏れがないか職員間での確認を継
続していく。

⑳定期的にモニタリングを行い、支援計画の見直しの必要性を判断している

か

〇

3～6か月以内に全職員参加でケース会
議を実施し、個別支援計画に反映させて
いる。その後、保護者面談を行い、見直
しの必要性についてお伝えをしている。

より話し合いが濃いものとなるように職
員一人一人の質を高められるよう、研修
参加などを増やしていく。

㉑障害児通所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か
〇

ケース会議をスタッフ全員参加のもと、3
～6か月に1回実施している。全員で担当
者を選別している。

地域のケース会議に参加するケースは
ほぼない。他事業所との情報共有につ
いて今後検討。

㉒母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を

行っているか
〇

利用者の園見学等、保護者の希望に応
じて実施している。必要に応じ、面談の
際に聞き取りを実施。

より地域に開けた場となるように、連携す
る関係機関の数を増やしていく。

㉓移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校（幼稚

部）等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか
〇

園連携の要否を保護者から取得、希望
者の園見学とその振り返りを実施。特別
支援学校の開放授業にも参加。

園担当者に事業所での様子を見学して
もらえないか、提案を行い、より連携した
支援に繋げていく。



㉔移行支援として、小学校や特別支援学校（初等部）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

〇

就学支援シートを必要に応じて作成。園
と就学に向けて情報共有を実施し、小学
校の開放の際には積極的に参加できる
ようにしている。

相互の情報共有はないため、要否を含
め検討を行う。



㉕他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、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か
△

モニタリング等で助言を受けることはある
が、研修には不参加。個別の実態に応じ
て共有は実施している。

関係機関を今後さらに増やしていく。

㉖保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、 障害のない子どもと活動

する機会があるか
〇

事業所として、園との交流機会を設けて
いない。実施には保護者の同意や受容
など工夫が必要。

㉗協議会子ども部会や地域の子ど も・子育て会議等へ積極的に参加してい

るか
〇

区の施設協議会への参加実績あり。直
近1年ではコロナ禍のため不参加だっ
た。

今後、開催の際には積極的に参加をす
る。

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か

〇

トレーニング後、支援担当者が当日の様
子や発達段階、家庭での困りごとなどを
共有、必要に応じて面談の提案を行って
いる。

3か月に1度の面談も実施。今後も定期
的な面談を実施していく。

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
〇

毎時のフィードバックや定期面談時に実
施している。家庭支援についても具体的
に口頭でお伝えをしている。

プログラムとして体系化はされていない。
サービスとして提供するかは検討が必
要。

㉚運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか
〇

契約時、変更時に説明を実施。運営規定
の内容は重要事項説明書に網羅されて
いる。

利用者負担は変更時説明。運営規定変
更時については掲示のみのため、今後
口頭や提示など改善が必要。

㉛児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい

及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しなが

ら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか
〇

家庭、園、個別の発達段階等を考慮し優先度
を決定。保護者面談を通して意見を反映し、
署名時に再度説明を行っている。

専門用語を使わない分かりやすい伝え
方で行えるようスタッフ間で確認をしてい
く。

㉜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
〇

フィードバック時に家庭の様子等を伺う
ほか、ニーズに応じて保護者面談実施。

今後も面談を定期的に実施。

㉝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か

〇
年に数回、保護者向けの勉強会を実施
している。会の前には保護者の自己紹介
時間を作っている。

保護者同士が関わるのは個人情報や要
否の観点から検討が必要。より多くの人
が参加できるように活動を増やしていく。

㉞子ども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、子どもや保護者に周知し、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

〇
苦情相談窓口・苦情解決責任者を配置。
事業所に掲示、契約時に説明を行ってい
る。

窓口変更の際に掲示のみの変更となっ
ている。

㉟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 して発信しているか

〇

月1回の広報（ハッピー通信）を教室掲
示・SMSにて送信のほか、活動内容等を
紹介したブログを掲載。内容についてス
タッフ間で話し合う機会を設けている。

教室掲示から、SMSでの提示と机に1部
ずつ配布する形に変更を行った。

㊱個人情報の取扱いに十分注意しているか
〇

個人情報関連書類は鍵付き書庫に保管
している。また、返却書類はファイルと名
前が一致しているか確認している。

外部への書類郵送等、ダブルチェックの
徹底を行う



㊲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をして

いるか

〇

子どもに対しては、マカトンや絵カードの
利用。保護者に対しては、メールや筆談
によるコミュニケーション方法の準備があ
る。

現在の利用者で対応に困難な保護者は
いないが、使用言語の違い等がある場
合は柔軟に対応ができるようその都度、
全員で話し合いを行っていく。

㊳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

るか
〇

実施検討中だが見学体験は随時受け付けて
いる。コロナ禍のため感染症対策には配慮し
つつ、今後実施を検討していく。

㊴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するとともに、発生を想定した訓練を実施してい

るか
〇

策定された対応マニュアルのもと職員間
の訓練は実施しているが、保護者への
周知・訓練は今後の課題。

訓練は未実施。冬季に向け、嘔吐物対
応研修や保護者参加型の防犯対策は今
後の課題。

㊵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

〇

発達段階に合わせた避難訓練を、消防
計画のもと年2回実施している。また、災
害は突然ではあるが特性によってパニッ
クになってしまうお子様もいるので、十分
に計画を立て実施をしている。

職員間での訓練も定期的に実施が必
要。

㊶事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している

か

〇

予防接種は家庭方針等を鑑み、未確
認。必要に応じてヒアリング。てんかんは
体験時確認のほか、緊急連絡票に記載
項目あり。

服薬・てんかん等医療情報の集計表作
成の検討を行う。

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

ているか
〇

現在対象児がいないが、必要に応じて対
応している。体験時にヒアリングしてい
る。

食事提供がないが、必要に応じて対応を
していく。

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か

〇

報告フローに則り、発生時は当日中に報
告書を作成、事業所・関係部署に共有し
ている。今後の改善についてスタッフ間
で話す時間を設けている。

定期的な集計・分析を行っていきたい。

㊹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

るか
〇

第3者による虐待防止研修受講のほか、
虐待防止マネージャーのもと研修・情報
共有を実施し記録している。

日々の小さな気付きをお互いに言い合え
る環境づくりを今後も継続していく。

㊺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、児童発達 支援

計画に記載しているか

〇

ケース会議実施時に身体拘束の要否を話し
合い、記録に残す。合わせて個別支援計画
に記載のうえ、保護者に同意書の説明・署名
捺印を義務付けている。

解除時にも検討を行うが、基本的に1期間で
外すことを前提に策定している。突発的な身
体拘束についても検討し記録に残すことを充
実させる。


