
公表日：H30年12月18日 事業所名：発達支援教室　わかくさ武庫之荘北

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

クラスを3クラスに分離し、学年、お子様の特
性に応じたクラスに配慮しております。

4名の方が「わからない」に〇を入れておられ
ましたが、それ以外の方は「はい」に〇を入
れていただきました。

わかくさに来所されたことがある方は多数「はい」に〇を入れてく
ださいましたが、まだ見られてない方は「わからない」に〇が入っ
ているのではないかと思います。見学したいということであれば
見学していただきたいと思っております。見学ご希望の方はお申
し出ください。

2 職員の適切な配置

放課後等デイサービスはお子様5人に対して
職員１人の配置が法律で定められてます。し
かし、当事業所は毎日職員を7名の配置にし
ております。

ほとんどの方が「はい」に〇を入れて下さっ
てましたが、少数「わからない」の方がいらっ
しゃいました。

法律で定められている人数よりも多く配置し
ておりますが、今後もこの人数を確保してい
きたいと思っております。

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障害の特性
に応じた設備整備

お子様の特性に合わせた環境設定にしてお
ります。年齢的にもつまずきやすいお子様の
ことを考慮しバリアフリー化にもしておりま
す。

大多数の保護者が「はい」に〇を入れて下
さってました。

現状に満足せず、さらに保護者の方との連
携に努めて参りたいと思っております。

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

お子様の行動範囲と特性及び部屋の広さも
一人一人に合わせて考慮しております。

大多数の保護者が「はい」に〇を入れて下
さってました。

現状維持で継続していきたいと思っておりま
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

毎日の朝礼及び月1回（必要な場合は随時）
の職員会議を開催し、職員自らが発言でき
る場所と機会を設けております。

毎日の朝礼及び月1回（必要な場合は随時）
の職員会議を開催し、職員自らが発言でき
る場所と機会を設けております。

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施

現在は第三者評価は受けておりませんが今
後は検討していきたいと思っております。

現在は第三者評価は受けておりませんが今
後は検討していきたいと思っております。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

新人、中堅職員に対しての各種の研修を定
期的に実施しスキルアップを図っておりま
す。事業所でも研修をその都度しておりま
す。

新人、中堅職員に対しての各種の研修を定
期的に実施しスキルアップを図っておりま
す。事業所でも研修をその都度しておりま
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
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画の作成

半年に1回、年に2回個別支援計画の説明の
面談及び利用時の連絡ノート及び相談支援
専門員と教育機関との連携についても評価
しております。

保護者にはその都度何かあれば説明はさせ
ていただき今後もそれは継続していきたいと
思っております。

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又
は放課後等デイサービス計画の作成

個別支援計画には個別と集団に分け支援内
容を記載しております。それぞれすることで
のメリットも大きいのでその都度配慮するよ
う心がけております。

面談等で説明させていただいたこととその後
保護者からお伺いしたことを踏まえ取り組ん
でいきたいと思っております。

3
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス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

県指定の個別支援計画の様式を使用してお
りお子様の支援に必要な項目を優先順位3
項目を掲げ保護者に面談をして説明をして
おります。

大多数が「はい」に〇を入れていただき
ました。

面談だけでなく保護者からもしくは関係機関
からの質問にも返答できるよう今以上に迅
速に対応できるよう配慮していきたいと思っ
ております。

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
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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

4
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画に沿った適切な支援の実施

毎日職員間では朝礼時にお子様の療育内
容や支援方法、注意する点等、児童発達支
援管理責任者だけではなく、担当者がお子
様の支援内容を発表し職員全員で把握する
ようにしております。

大多数が「はい」に〇を入れてくださいまし
た。

現状に満足せずさらに保護者の方との連携
に努めて参りたいと思っております。

5 チーム全体での活動プログラムの立案
担当者がお子様の様子を毎日朝礼で職員
全員に伝え、個別支援計画を基に今どういっ
たことが必要なのかを立案しております。

現状に満足せずさらに保護者の方との連携
に努めて参りたいと思っております。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援

地域小学校のお子様に関しては、16時からのセッション
になりますので、集団活動及び個別活動両方をすること
は物理的に難しいですが阪神特別支援学校のお子様
に関しては、早帰りの時には集団活動及び個別活動両
方をしております。

現状に満足せずさらに保護者の方との連携
に努めて参りたいと思っております。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫の
実施

ある程度の定着を図るためには固定化も必
要な場合もあるが、長期間固定化することが
ないように担当者と児童発達支援管理責任
者が協議し決定しております。

現状に満足せずさらに保護者の方との連携
に努めて参りたいと思っております。

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

支援開始前は朝礼をし、全員がお子様一人一人
のことを把握します。朝礼終了後クラスごとに職
員が分かれ、その日の打ち合わせをします。細か
い打ち合わせはクラスが少人数制にしております
ので、時間内に十分にできる時間をとっておりま
す。

支援開始前は朝礼をし、全員がお子様一人一人
のことを把握します。朝礼終了後クラスごとに職
員が分かれ、その日の打ち合わせをします。細か
い打ち合わせはクラスが少人数制にしております
ので、時間内に十分にできる時間をとっておりま
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

送迎から戻り職員間で（クラスごと）振り返り
反省点や気づいたこと等をまとめ、翌日の朝
礼で再度全職員に周知できるよう配慮してお
ります。

送迎から戻り職員間で（クラスごと）振り返り
反省点や気づいたこと等をまとめ、翌日の朝
礼で再度全職員に周知できるよう配慮してお
ります。

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

日々の支援の記録は利用されたお子様すべ
てにおいて作成しております。クラスごとで解
決できないことは全職員に周知し解決してお
ります。

日々の支援の記録は利用されたお子様すべ
てにおいて作成しております。クラスごとで解
決できないことは全職員に周知し解決してお
ります。

11
定期的なモニタリングの実施及び児童発達
支援計画又は放課後等デイサービス計画の
見直し

担当職員と話し合いモニタリングしたこと、相
談支援専門員と協議したことも計画に盛り込
み作成しております。

担当職員と話し合いモニタリングしたこと、相
談支援専門員と協議したことも計画に盛り込
み作成しております。

大多数が「はい」に〇を入れてくださいまし
た。
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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
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

相談支援専門員が随時当事業所に訪問し、
お子様の様子を確認し児童発達支援管理責
任者と会議をして今後の療育等に反映して
おります。

相談支援専門員が随時当事業所に訪問し、
お子様の様子を確認し児童発達支援管理責
任者と会議をして今後の療育等に反映して
おります。

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

当事業所は、児童発達支援2か所、放課後等デイサー
ビス4か所の事業所を持っております。同系列はもちろ
んのこと、保護者からの依頼、もしくはこちらが必要と思
われたら教育機関に出向き学校との連携も図っており
ます。また、学校の先生が当事業所に見学に来られた
ケースもあります。

当事業所は、児童発達支援2か所、放課後等デイサー
ビス4か所の事業所を持っております。同系列はもちろ
んのこと、保護者からの依頼、もしくはこちらが必要と思
われたら教育機関に出向き学校との連携も図っており
ます。また、学校の先生が当事業所に見学に来られた
ケースもあります。

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、

弊社は、2年後を目途に障害福祉サービスの開所を目
指しております。現在、18歳以降の支援に向け、子ども
たちの特性に合わせ作業も取り入れております。それ
までの指先の巧緻性、数の概念等優先的に習得してい
ただいております。また、外部への情報提供が必要な
場合は、保護者の承諾のもと提供しております。

弊社は、2年後を目途に障害福祉サービスの開所を目
指しております。現在、18歳以降の支援に向け、子ども
たちの特性に合わせ作業も取り入れております。それ
までの指先の巧緻性、数の概念等優先的に習得してい
ただいております。また、外部への情報提供が必要な
場合は、保護者の承諾のもと提供しております。

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

お子様が未就学時に通われていたセンター
とは相談支援専門員を通じて連携をとってお
ります。研修等においても専門機関だけでな
く、育成会開催の研修にも参加をしておりま
す。

お子様が未就学時に通われていたセンター
とは相談支援専門員を通じて連携をとってお
ります。研修等においても専門機関だけでな
く、育成会開催の研修にも参加をしておりま
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、放課後等デイ
サービスの場合の放課後児童クラブや児童
館との交流など、障害のない子どもと活動す
る機会の提供

現在はしておりません。

「交流はないと思いますが、保護者としても特に
必要性を感じておりませんので現状に満足してい
ます。」「この点をデイに求めていません」というご
意見がありました。

当事業所はこの点に関しては、現在実施し
ておりません。今後は保護者とも連携を図り
ながら検討していきたいと思っております。

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

実施しておりません。しかし、地域住民とは
何かあれば連絡をいただけるような体制に
はなっております。

実施しておりません。しかし、地域住民とは
何かあれば連絡をいただけるような体制に
はなっております。

関
係
機
関
と
の
連
携



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
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
iな説明

年2回の面談、毎日の連絡ノート及び送迎時に支
援内容や様子はお伝えしております。また、利用
者負担については、契約時及び質問があったとき
には返答しております。

全員「はい」に〇を入れてくださいまし
た。

現状に満足せず、さらに保護者の方と
の連携に努めて参りたいと思っておりま
す。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧な
説明

年2回の面談を通して説明をさせていただい
ております。

全員「はい」に〇を入れてくださいまし
た。

現状に満足せず、さらに保護者の方と
の連携に努めて参りたいと思っておりま
す。

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

ペアレントトレーニングではないですが、保
護者からのご要望に応じてご家庭でしていた
だくこと等はお伝えしております。

保護者交流会や懇談会の機会を設けてくれ
ているのでこれからペアレントトレーニング等
が入れば「はい」に変更しますというご意見も
いただきました。

現在はご質問があった保護者のみに回
答させていただいておりますが、今後は
こちらからも積極的に連絡をとらせてい
ただきたいと思っております。

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

電話や連絡ノートを通じてお子様の成長に
とって良い方法を考えております。日頃から
の保護者とのやりとりにご協力いただきあり
がとうございます。

大多数が「はい」に〇を入れてくださいま
した。

現状に満足せず、さらに保護者の方と
の連携に努めて参りたいと思っておりま
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

電話や連絡ノート、送迎時に相談を受けた場
合、即答できることはさせていただき、すぐに
無理な場合は後日ご連絡をさせていただき
解決させていただいております。

全員「はい」に〇を入れてくださいまし
た。

現状に満足せず、さらに保護者の方と
の連携に努めて参りたいと思っておりま
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

父母の会、保護者会は当事業所には存在し
ないが、保護者同士の連携及び職員との連
携においては交流会を9月に実施しました。

まだ他の保護者の方とは1回しか会った
ことがないのでわからないというご意見
もいただきました。ほとんどの方が「は
い」でした。

放課後等デイサービスを通じて保護者同士がお
会いすることはほとんどありません。今後も交流
会等を通じてお会いできる機会を増やしていきた
いと思っております。

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

苦情はほとんどありませんが、あった場合
は、児童発達支援管理責任者が迅速に対応
し、必ず解決していきます。

「苦情がないのでわかりませんがきっと適切に対応して
くださっていると思います。」「苦情に限らず大事な連絡
事項はミーティングをして職員で周知してほしい」という
ご意見がありました。

苦情はほとんどありませんが保護者の
ご意見を大切にし、さらに安心して利用
できる事業所にして参りたいと思ってお
ります。

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

マカトンや視覚シンボルを使った療育内容や保護
者に対しては毎日連絡ノートを書きまた、アン
ケート等を定期的に実施しよりよい事業所にして
いくよう工夫しております。

大多数が「はい」に〇を入れてくださいま
した。

現状に満足せず、さらに保護者の方と
の連携に努めて参りたいと思っておりま
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

定期的な会報等はありません。

「定期的にホームページは更新して下さっている
ようですが、親としてはもっと見たいと思ってま
す。」「写真入りの活動報告を配布してくれるとう
れしい」というご意見がありました。

今後は定期的な会報や活動報告をして
いきたいと思っております。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

個人情報に関しては、ブログ等は保護者の承諾
を得た方のみ掲載しそれ以外の方は掲載してお
りません。また、契約時には個人情報についての
資料に押印していただき、当事業所で管理してお
ります。

大多数が「はい」に〇を入れてくださいま
した。

現状に満足せず、さらに保護者の方と
の連携に努めて参りたいと思っておりま
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

すべてのマニュアルは保護者に配布してお
ります。職員には朝礼及び職員会議等にお
いて周知しております。

「災害等の避難マニュアルはいただいて
ますが訓練をしているかどうかはわかり
ません。」というご意見がありました。

お子様の特性を考慮すると、現在は避
難訓練は実施しておりません。しかし、
職員同士でマニュアルの徹底と模擬訓
練は今後も継続していきたいと思ってお
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

どの部屋で火災が起きた場合はどこから利
用児を避難させるか、また、不審者が出た場
合は、ベルを設置しておりますので発見した
人が押すように職員で周知しております。

「半数以上が「はい」に〇は入ってまし
た。しかし「わからない」にも9名の方が
〇になってました。

非常災害については、定期的な訓練を
実施した場合は、すみやかに保護者に
報告をしたいと思っております。

3
虐待を防止するための職員研修機会の確
保等の適切な対応

職員会議で全職員にも周知しております。 職員会議で全職員にも周知しております。

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
計画又は放課後等デイサービス計画への記
載

身体拘束をしないといけないような児童はい
ないため現在は計画にも記載はしておりま
せん。

身体拘束をしないといけないような児童はい
ないため現在は計画にも記載はしておりま
せん。

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

保護者とも相談し食品を扱う時には電話や
送迎時を利用し連携をとっております。契約
時にはアセスメントシートをお渡しし詳細を記
入していただいております。

保護者とも相談し食品を扱う時には電話や
送迎時を利用し連携をとっております。契約
時にはアセスメントシートをお渡しし詳細を記
入していただいております。

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

毎日の朝礼と月1回の職員会議で再度職員
には周知し再発防止に努めております。

毎日の朝礼と月1回の職員会議で再度職員
には周知し再発防止に努めております。

非
常
時
等
の
対
応


