
チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない

ご意見
ご意見を踏まえた

対応

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保され
ているか

24件 1件 件 件

・丁度良い広さの教室だと思う。
・広くてきれい。
・他の施設も見学したが、こぱんはうすは広くて良い。

現在は広さも十分に確保されており、
今後も利用定員や衛生管理を徹底し
療育に必要なスペースの確保を継続して行く。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 22件 1件 件 2件

・男女様々な世代のたくさんの先生がついてくださっていると思う。
・いつも助かっている。
・先生がたくさんいて下さり安心。

今後もご利用定員に対する配置職員数を守り、
それぞれの職員の資格を活かした専門性を持った配慮と対応を心掛けたい。

3

生活空間は、本人にわかりやすい構造化さ
れた環境になっているか。また、障害の特性に
応じ、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

21件 件 件 4件

・自分の子どもの事であれば〇。
・子どもたちにも把握しやすく、過ごしやす教室かと思う。
・トイレや手洗い場もキレイでした。
・見守りカメラが教室にあるので安心度が高い。

現在もバリアフリー化がなされており、
手洗い場やトイレの高さにも配慮をしています。
掲示物や壁面などを用いて視覚支援での配慮も行っている。
今後も引き続き教室内の壁面等も季節感を取り入れた内容を作成し掲示して行く。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
となっているか。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっているか

25件 件 件 件

・きれいで子どもたちが好きそうな装飾がされた教室だと思う。
・消毒も毎日して下さっていて安心。
・とても清潔で過ごしやすい環境だと思う。

毎日、玩具や机や椅子等の消毒を行っている。
定期的に布団の洗濯や殺菌等も行っている。
今後も、継続した衛生管理に努めて行く。

5
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、児童発達支援計画が作成さ
れているか

25件 件 件 件

・親も気付かない小さなことを気付いて下さり支援計画を
作成して下さる
・子供に合った目標設定をしていただけていると思う。
・きちんと作成して下さっている。
・とても丁寧に分かり易くニーズに合った計画を立てていただいた。
・すごくよく特性を捉えて来てくださっていると実感している。
・保護者との面談の時間をしっかり取って作成して頂いています。

定期的な個別面談や、必要に応じて事業所内
相談支援なども行いながら、保護者様のニーズと、教室職員からのお子様のご様子を
客観的に分析しながら個別支援計画を立てている。
今後も継続して行っていく。

6

児童発達支援計画には、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「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
援内容から子ども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

24件 件 件 1件

・多方面から支援内容設定をしていただいていると思う。 全て児童発達支援ガイドラインに沿った個別
支援計画書を作成し、保護者様にご説明を行い了承を頂いたうえで、教室の職員にも
共有をおこない日々の療育を行っている。
今後も継続して行っていく。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか

22件 件 件 3件

・毎度子どもの目標を意識した対応をしてくださっていると思う。 個別支援計画を教室の職員と共有し
個々のファイルとは別に教室職員が個別支援計画を必要に応じて直ぐに確認できる
ように一つのファイルに纏めている。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ているか

24件 1件 件 件

・レクリエーションの種類の多さに驚いています。
・かぶらない様に配慮して下さっている。
・毎回違うことを経験さ褪せていただき有り難い。

季節の行事を取り入れるなど工夫をしている。

今後も継続して行きたい。

9
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

10件 2件 3件 10件

・この度通園している幼稚園の担任と情報交換する機会を
作っていただきました。
・それはあまりないと思うが、必要とも思っていません。

現在はコロナの状況も有り行っていないが、今後、必要に応じて検討をして行く。

10
運営規程、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

25件 件 件 件

・書面に沿って丁寧に説明していただきました。
・何もわからない中、とても分かりやすい説明でした。

契約時に管理者から説明を行っている。

引き続き丁寧な説明を行っていく。

11

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、支援内容の説明がな
されたか

25件 件 件 件

・支援内容説明は全項目しっかりしてくださいました。
・丁寧に分かり易く説明してくださいました。
・きめ細やかな指導を案をありがとうございます。

定期的な保護者様との面談の中で、ガイドライン項目などの説明も行い、具体的な支
援目標や支援方法も細かく説明を行っている。
今後も継続して行っていく。

12
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）が行われているか

13件 2件 2件 8件

・相談事に対していつもアドバイスをいただいています。
・出来ることを教えてくださいます。
・ペアレントトレーニングが何か分からないのですが支援は十分に
していただいている。

希望者や必要に応じて、事業所内相談支援を
行い、子育てや発達のご不安などを聞き取り、適切な助言なども行いました。
今後も継続して行っていく。

13
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
解ができているか

23件 2件 件 件

・息子の状況を細かく伝えていただけるのでとても分かり
易く有り難い。
・週1回だけ通っていることもあり細かくは伝えきれていないかなと。
・送迎時やLINEでしっかり連絡いただいています。
・出来ていると思う。
・連絡帳でも口頭でも毎日丁寧に伝えて下さり嬉しい。
・状況は詳しく教えてもらっている。課題についてはあまり聞きません。
（面談で教えてくれる)

毎日、リトムを活用し療育の様子をお伝えする
とともに送迎時に口頭で、その日の様子などもお伝えしている。
今後も継続して行っていく。

14
定期的に、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

22件 2件 件 1件

・送迎時にいつも気にかけてお声がけ下さっている。
・対面だけでなく電話でも対応頂いたことがあります。
・いつもありがとうございます。
・いつも忙しい中、時間を割いてくださっている。

定期的に個別支援計画のモニタリングと見直し
の面談を行っている。
必要に応じて助言なども行いました。
今後も継続して行っていく。

15
父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか

5件 5件 9件 6件

・コロナ渦なので仕方ないと思う。
・コロナ渦なのでこのようなイベントは実施しにくいのでは？
・ないですが、必要もないです。

イベントの保護者参観等を企画し行いました。
コロナの状況も有るので、今後も慎重に協議してうえで、保護者同士の交流の機会な
ども企画提供して行きたい。

16

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、子
どもや保護者に周知・説明され、相談や申入
れをした際に迅速かつ適切に対応されている
か

25件 件 件 件

・どなたが対応して下さるか体制がしっかりしているし、
スピードも早いと思う。
・LINEでのやりとりなどスムーズに対応していただき助かります。
・とても丁寧です。

契約時に管理者から苦情の受付や相談の申入れなどの説明を行い保護者様に周知
している。

今後も継続して行きたい。

17
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか

25件 件 件 件

・口頭・LINE・書面と様々な形で情報伝達していただいています。
・明るく心優しい先生ばかりだなぁと送迎時にそう感じております。
・帰りは必ずお話ししてくれる。

リトムの記載や送迎時の口頭での意思疎通を
丁寧に行っている。必要に応じて、LAIN等も活用し情報の共有なども行っている。
今後も継続して行っていく。

18

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信されているか

20件 2件 件 3件

・LINEで定期的に知らせていただけています。
・マメに発信してくださっています。

予定表の配布を行い、イベント行事などはLAIN
なども活用し、ご案内をしている。
イベント時の写真なども個々へ送信させて頂きました。
自己評価についてはホームページで観覧できるようにしている。今後も継続する。

19 個人情報の取扱いに十分注意されているか 23件 1件 件 1件

・リトムの渡し間違いが多かった印象です。最近はあまり無いですが
氏名だけでも個人情報なのかな？

今後はリトムや返し間違いが無いように、複数人の職員で確認を行うよう徹底を行う。
個人ファイル管理のロッカー施錠とPCのパスワード入力を徹底する。

20

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、保護者に周
知・説明されているか。また、発生を想定した
訓練が実施されているか

13件 3件 2件 8件

・コロナ対策もしっかりしていただけているように思う。
・コロナ渦の中でどういった対応をしているのかよく分からないが、
通所のリュックを車の土足の床に置いているのでそこから感染が
広がらないか心配です。
・マニュアルがあるのは施設に訪問した得、テーブルにあったのを見かけただけ。

定期的な避難訓練を行っている。
防犯マニュアルの作成と、感染症対応についての職員研修なども行った。
今後は保護者様にも、わかりやすい場所へマニュアルの掲示や、どのような感染対策
をしているのか等の周知を行っていく。

21
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

11件 2件 件 12件

定期的に避難訓練を行った。
その内容が保護者様に周知不足のため、今後は避難訓練の日を行事予定表に記載
するなどを徹底していく。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 22件 3件 件 件

・体調が良くない日でも通所したがるくらい毎回楽しみにしている。
・通所を楽しみにしており、いつも充実感たっぷりで帰ってくる。
通い始めた頃、泣いていたのが噓のようです。
・とても楽しみにしている。
・お迎えの車が来ると自分から走って駆け寄っている。
・活動内容に興味を持ち、通所を楽しみにしている。
・お迎えのインターホンが鳴ると笑顔で「せんせー」と言いながら玄関へ行く。機嫌が
悪くても先生を見ると笑顔になる。

良い評価を頂いているので、
今後も、季節の行事やイベント等を取り入れ
子供たちが楽しみながら療育が受けられるプログラムを提供していく。

23 事業所の支援に満足しているか 24件 1件 件 件

・こぱんさんに通所させて本当に良かったと感謝している。
・季節ごとに楽しいイベントをいつもありがとうございます。
・子供だけでなく親への対応にも満足。家や親ではできない(思いつかない)ような体験
を沢山させてくださり、子供の成長に繋がる多くの刺激をいつも頂けて感謝している。
・入所出来て良かった。
・母子ともに支えてもらっていることを実感している。
・初めての育児で頼る人も全くいない状況で、息子は障害児だと急に
言われ誰を頼ってどう動けばいいか分からない絶望の中、沢山助けていただいた。

良い評価を頂いているので、
今後も、季節の行事やイベント等を取り入れ
子供たちが楽しみながら療育が受けられるプログラムを提供していく。
引き続き、保護者様のニーズや不安に寄り添いながら、子ども達だけではなく、保護
者様やご家族様にも安心して通わせて頂ける教室作りを行っていく。

公表：令和　　4年　　3月　20日

事業所名　　　　こぱんはうすさくら神戸舞子教室　　 保護者等数（児童数）　　33名　　回収数　　25名　　　　割合　　　78　％
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保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）



チェック項目 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

放課後デイと連携して外出などを取り入れ
スペースを有効利用している

2 職員の配置数は適切であるか シフトで調整している

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境になっている。また、障害の特性に応じ、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

段差がなくる 視覚支援でもわかり易い掲示物等を増やしていく

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。また、子ども達の活動に合わせた空
間となっている

日々の清掃と消毒を行っている

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

朝終礼ノートの活用と併せて
今後、職員会議等をこまめに行い
改善策等を話し合い共有していく

6
保護者等向け評価表により、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

保護者評価や自己評価を参考に
今後の業務改善に繋げている

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

保護者評価や自己評価を参考に
今後の業務改善に繋げている
ホームページへの記載も行っている

今後はパート職員などへの周知を徹底を
行っていく

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

現在行っていない 今後は必要に応じて検討を行う

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

外部への研修への参加機会も
提供している

新人職員や全ての職員への研修も
今後行う

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
達支援計画を作成している

職員にアセスメントシートを配布し
教室の様子などの聞き取りを行っている
必要に応じて保護者にも聞き取りを行っている

11
子ども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

既定のアセスメントシートを使用している
今後も継続して行く

12

児童発達支援計画には、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
「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
ら子ども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

既定の個別支援計画ガイドラインに
基づき、アセスメントやモニタリング
を参考に、保護者面談を行い、
具体的に作成を行っている

13 児童発達支援計画に沿った支援が行われている
教室の保育士や指導員に、
個別支援計画をファイル化し
見やすくしている

朝終礼等で敏速な情報共有を行う

14 活動プログラムの立案をチームで行っている 現在は正社員のみで行っている
今後は職員会議等でパート職員等の
色々なアイデアも取り入れて行きたい

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している
昨年の行事参考に季節感を取り入れた
プログラムを取り入れている

今後は職員会議等でパート職員等の
色々なアイデアも取り入れて行きたい

16
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を
適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成
している

個々の特性に合わせて集団活動と
個別での支援や対応を行っている

17
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

朝礼などで、その日の役割などの
確認を行い共有をしている

出勤時間にタイムラグが有る為、終礼や朝礼
に参加出来ない職員については、個別に必要事項を伝達して
行く

18
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

終礼や業務日報などを活用し
その日の振り返りを行っている

パート職員との出勤時間差があるので
朝終礼ノートなどで周知と徹底を行う

19
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

業務日報への記録と
必要に応じて別紙への記録を行っている

パート職員との出勤時間差があるので
朝終礼ノートなどで周知と徹底を行う

20
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計
画の見直しの必要性を判断している

個別支援前に各職員へ紙媒体での
情報提供をお願いし、必要に応じて
聞き取りを行っている

シフト制で全ての職員への一斉聞き取りが
難しく、今後は職員会議開催や
電子媒体での一斉共有等の検討を行う

21
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

現在は対象児がいない為、行っていない
今後は対象児が入所すると
検討を行っていく

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

相談支援事業所や保育園等との連携と情報共有を
行っている

今後も必要性に応じて行っていく

23

（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を行っている

保育所や幼稚園との情報の共有や
個別支援の共有を行っている

今後対象児が入所すると
必要性に応じて行っていく

24

（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
を整えている

現在は対象児童がいない為
行っていない
対象児の入所が有れば行う準備はある

今後対象児が入所すると
必要性に応じて行っていく

25
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

保育所や幼稚園との情報の共有や
個別支援の共有を行っている

26
移行支援として、小学校や特別支援学校（小
学部）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

保育所や幼稚園との情報の共有や
個別支援の共有を行っている

公表：令和　　4年　　3月　20日 事業所名　　　　こぱんはうすさくら神戸舞子　教室　
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27
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

必要に応じて情報の共有と
個別支援の共有を行っている

28
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

コロナの状況も有り現在は難しい

29
（自立支援）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

コロナの状況も有り現在は難しい

30
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

個別支援前の面談や、希望者や必要に応じて
事業所内の面談や相談支援も行っている

31
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

希望者に対して
事業所内面談や相談支援も行っている
必要に応じてペアレントトレーニング
助言等も行っている

32
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

管理者が契約時に行っている

33

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

児発管が面談を行い個別支援を作成し
その後、作成した個別支援計画を
保護者へ説明し同意を経て、署名捺印を
頂いている

34
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

個別支援前の面談や、希望者や必要に応じて
事業所内の面談や相談支援も行っている

35
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

夏祭り等のイベントに保護者参観を実施し
母子同士の連携が取れる様にしている

コロナの状況も有り現在は難しい

36

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

契約の際に（契約書にて）
相談や苦情対応窓口や
責任者等の体制の説明を行っている

37
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

イベントや行事等の写真を各自に送信したり
その状況なども電子媒体にて配信している

38 個人情報の取扱いに十分注意している 個人ファイルは鍵のかかる書庫へ
PCについてはパスワードで管理している

39
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

必要に応じて事業所内面談を行い
丁寧な説明と配慮を行っている

40
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

現在は行っていない コロナの状況も有り現在は難しい

41

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

緊急マニュアルを作成し定期的な実習や
訓練なども行った

今後は保護者へどの様に周知して行くのか
検討をする

42
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

定期的な避難訓練を行っている

43
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

入所時のフェイスシートで児発管が確認し
教室職員への周知を行っている

44
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

対象児童がいない為、行っていない
軽いアレルギーについては教室職員に周知し配慮を行っている

今後対象児が入所すると
必要性に応じて行っていく

45
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

業務日報への記録と朝終礼での
報告をして周知している

46
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

定期的な虐待防止研修を行っている
今後は新人職員へタイムラグ無く
研修が出来る体制を整える

47

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

現在は児童発達には対象児が居ない為、
行っていない

今後、対象児の入所が有れば、速やかに
施設内で協議を行い、保護者への説明と
同意を経たうえで行う事を個別支援にもに記載する
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