
事業所名　こぱんはうすさくら 川崎大島教室 保護者等数（児童数）　38人　回収数　　35　割合　　92.1％

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

29件 5件 0件 1件

・ひろいスペースじゃない
・室内は少し狭いかと思う
・とても広々としていて、活
動するのに十分だと思いま
す。

・当教室より広い事業所の利用の促し

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 28件 5件 0件 2件
・数名の職員の話を、楽し
そうに話してくれる

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

3
事業所の設備等は、スロープや手すりの設
置などバリアフリー化の配慮が適切になされ
ているか

27件 0件 0件 8件

・時々、見学させてもらって
いるが何も不都合なく全員
が楽しそうにしている

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

4
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、放課後等デイサービス計
画*1が作成されているか

34件 1件 0件 0件

・こちらのニーズと共に提
案なども盛り込んでくれて
いる
・一人ひとり的確に見た上
で作成して頂いていると感
じます

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

5
活動プログラム*2が固定化しないよう工夫さ
れているか

32件 2件 1件 0件

・食育もあり、制作や運動
などバランスも良いと思い
ます。子供も今日は何か
な？と楽しみにしていま
す。
・コロナ禍の中、色々工夫
がされていると思います。
特に食育のプログラムがあ
りがたいです。
・季節のイベントや食べ物
を取り入れて下さるのであ
りがたい。
・いつもワクワクするような
計画をたてていただいてい
る

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

6
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か

12件 3件 5件 15件

・おそらくボーダーの子もい
ると思います。いろんなタイ
プの子と関われたらそれで
いいです。
・実施に至るのはなかなか
難しいとは思うが、そのよう
な機会があってもいいと思
う
・コロナ禍で、制限ある中
で、精一杯交流させても
らっていると思います。

・社会福祉事務所ないしはソーシャルワー
カーへの相談の促し

7
支援の内容、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

34件 0件 0件 1件
・面談の際に説明がある ・今後もご満足いただけられるように支援し

ていく

8
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

30件 3件 0件 2件

・自分から出来事を話さな
いため帰宅時にスタッフの
方が状況を話してくださっ
て助かっています。
・問題行動からささいな事
まで共有できるよう心がけ
ています。

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

9
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

33件 2件 0件 0件

・正直、プライベートすぎる
相談にも真剣にお答えいた
だけており感謝している

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

10
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

9件 4件 13件 9件

・ご時世的なものもあると
思いますが、個人的には保
護者同士の交流は必要無
いと思っています。
・コロナの影響や個々の家
庭の都合もあり厳しいと思
います。
・保護者会については書面
などで十分かと思う。
・コロナ禍で致し方無いで
すが、機会があれば参加し
てみたいです。
・コロナ禍で、いろいろ制限
があるので、交流ができな
いのは仕方ないと思いま
す。

・興味を持つ方へは、地域交流会や民生
委員の開催する会の紹介

11

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・説明し、苦情があった場合に迅速か
つ適切に対応しているか

22件 2件 1件 10件

・職員本人へは言わない
が、事務所へ電話しクレー
ムを入れている

・クレームを入れる利用者については、必
ず管理者を通し厳粛に対応をしている
・そもそもクレームをもらわぬような立ち振
る舞いを意識している

12
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

28件 4件 0件 3件
・LINE公式アカウントの導
入が本当に助かっている

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

公表：令和　4年　12月 20日

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

保
護
者
へ
の
説
明
等

保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）
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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
に対して発信しているか

30件 1件 0件 4件

・こぱん新聞を楽しみにし
ている。
また、LINEアカウント開設
は連絡がしやすくなって大
変ありがたい。
・LINEが開設されてとても
助かっています。
・インスタグラムでみれてい
ます

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

14 個人情報に十分注意しているか 31件 2件 1件 1件

・新聞、インスタグラム、ブ
ログ、YOUTUBE等それぞ
れ配慮をいただき感謝して
いる

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

15
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、保護者に周
知・説明されているか

28件 1件 0件 6件

・以前に手紙から災害時避
難場所についてお便りをい
ただいたが無くしてしまい、
内容も忘れてしまった

・手紙での周知は今後とも続けていきたい
・何時でも確認できるような情報のデジタ
ル化を検討する

16
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

31件 0件 0件 4件

・毎月避難訓練はあるが、
通所日以外だと年に何回も
ないので、出来れば3月に1
回は強制的に訓練を実施
してもらいたい。

・スポット利用の促し

17 子どもは通所を楽しみにしているか 31件 3件 1件 0件

・プログラムによる。
・いつもプログラムは何か
な～と楽しみにしていま
す。
・先生方やお友達のおかげ
もあり、毎回楽しそうに帰っ
てきて、作ったものややっ
た事を教えてくれるので、こ
ぱん大好きなんだなと思
う。
・毎回様々なプログラムが
あり、いつも楽しみに通っ
ています。
・毎回通所を楽しみにして
おります。本人もこれからも
通うのを楽しみにしており
ます
・これが一番重要だと思っ
ています。なるべく子どもの
意志を尊重したいです。
・毎週とても楽しみに嫌が
らず通えております。
・支援頂き本当に感謝して
います。
・週2日しか通っていません
が、娘はとても楽しみにし
ています。

・感謝を述べるとともに、随時利用日の再
検討と調整を行っている

18 事業所の支援に満足しているか 32件 2件 0件 1件

・いつもありがとうございま
す！
・何でも手を出すのではな
く、子どもにとってどんな支
援が大切か考えてくださっ
ているのが伝わります。
・現状に不満な点はありま
せん。
・子どもの希望をいつも聞
いてくださり、いろいろ経験
させていただき、ありがたく
思っています。

・今後もご満足いただけられるように支援し
ていく

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度



事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　川崎大島教室　　

チェック項目 はい いいえ

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

8件 件

2 職員の配置数は適切である 4件 4件

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

7件 1件

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

8件 件

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

8件 件

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

7件 1件

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

7件 1件

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

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

11
活動プログラムの立案をチームで行ってい
る

8件 件

12
活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いる

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

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

7件 1件

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

8件 件

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

環
境
・
体
制
整
備

・パーテーションな
どの仕切り

・個別学習等、個々の支援をする場合はパーテーション等で仕切りを設
けてそれぞれの子供に適した空間をつくっている。
・スペースごとに仕切りを設けること、スペースごとに何をする空間なの
かを児童に対してより明確に示していきたい。

・その日の児童の利用
人数によって柔軟に職
員を配置している。

・利用児童でマンツーが必要な子供が偏らないようにしている。
・児童に対する職員の数が全体的に少ない。

・トイレに手すりとし
て使えるついたて
を設置している。

・トイレ等は介助者が入るにも狭い。車いす等では利用できない。

公表：令和　4年　12月 20日

・新人研修や交流研修など職員の経験年数に応じた研修を設けてい
る。

適
切
な
支
援
の
提
供

・定期的な保護者と
の面談

・児発管を中心としてニーズに対して達成できそうな目標を立て計画を
作成している。

・アセスメントシート
の活用

・利用を考えている児童.保護者に対してアセスメントシートを用いてい
る。職員間での共有や確認をより密に行っていきたい。

・職員全員から意
見を募っている。

・どういったプログラムを取り入れた方がいいか話し合う機会を設けている。プログ
ラムの詳細については各担当者が中心となって考えている。担当の職員以外へ
の相談や共有をより密に行っていきたい。

・プログラムをそれぞ
れの曜日のバランス
に合わせて計画してい
る。

・同じような内容のプログラムでも必ず少しずつ変化するように児発管に相談して
いる。逆に曜日や日にちによって利用する児童が大きく変わるため、その日だけで
なく別の日の児童も経験できるように工夫していきたい。

業
務
改
善

・ミーティングでの
振り返り、改善点の
共有

・毎日、朝礼・昼礼・夕礼を実施している。その日のうちに反省も行い、次の日他の
職員にも共有できるようにつなげている。
・その日にいない職員にも周知できるように日をまたいでの確認をより徹底してい
きたい。

・アンケート内容の
確認、共有

・どのような要望があるのかを把握し、会議等で話し合いを設けてい
る。
・要望に沿って計画案を出し合っている。

・未実施 ・保護者の方々が見やすいように公式LINE等も活用しながら自己評価
の公開をしていきたい。

・未実施 ・一部の職員が第三者評価の存在について認知はしているが、全員が
把握しているとは言えない。職員間で確認できる場も設けていきたい。

・新人研修
・交換研修
・外部施設研修

・1日3回のミーティ
ング実施

・夕方のミーティングではその日の療育の様子を話し合い、情報共有や
療育の質の向上を図っている。

・職員間の業務日
報共有

・連絡帳や個別の記録を行い、支援内容を振り返ることができるように
している。また、ヒヤリハットを記録することで事故防止にも努めてい
る。
・ヒヤリハットの記録が不十分な時期もあるため、常に事故の可能性に
ついて考え記録し職員間で共有していきたい。

・定期的に児童の
カンファレンスを実
施

・定期的に職員全体でカンファレンスを行い、児童の様子を共有してい
る。また、その状況に応じて次のステップの目標を見直している。

・休日、長期休みで
の宿題サポート

・休日、長期休暇など1日を通して支援を行える時は終日お出かけなど
より充実したプログラムなどをしている。

・定期的に児童の
カンファレンスを実
施

・個々の児童の様子を鑑みてカンファレンス等を通じて計画を立て、プ
ログラム等の集団活動などで支援している。
・それぞれの児童にどのような個別の支援が必要であるのかを職員間
でより共有していきたい。

・午前、午後それぞ
れの療育開始前の
ミーティング実施

・作業ボードの作成や朝と昼にミーティングなどを行い、事前に注意す
る点や情報共有を職員全体で行っている。

・それぞれの児童
の状況に応じた支
援の計画

・現在利用している児童、今後新しく利用する児童に対してもそれぞれ
に適した支援を行っていく。

・参加依頼があった
際には参加するよ
うにしている。

・担当者会議があった際にはよりその内容について職員間で共有でき
るよう工夫を考えていきたい。

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）
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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

7件 1件

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

5件 3件

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

7件 1件

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

1件 7件

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

7件 1件

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

1件 7件

27
（地域自立支援）協議会等へ積極的に参加
している

2件 6件

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

8件 件

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

5件 3件

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

8件 件

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

8件 件

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

1件 7件

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

8件 件

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

8件 件

35 個人情報に十分注意している 8件 件

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

8件 件

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

2件 6件

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

8件 件

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

8件 件

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

8件 件

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

・学校送迎時の先
生と情報共有

・保護者の方から学校からの年間.月間の予定表を随時受け取ってい
る。しかし、一部の学校からの予定表は受け取っておらず曖昧な予定
になっている部分があるため保護者との連携をより密に図りながら対
応していきたい。
・学校によって対応の違いがるため、"学校側が保護者に伝えるべき内
容"などを明確にしながら学校.保護者間との連携を図りたい。

・該当事例なし ・医療的ケアを必要としている児童を積極的に受け入れている事業所
ではないためそういった事例は見受けられない。

・就学前に利用して
いた施設への送迎
時での情報共有

・未実施 ・当教室ではそういった協議会への参加は見受けられない。参加してい
るとしてもかなり限定した職員のみになっている。

・連絡帳でのやり取
り
・日々の送迎時で
の共有や伝達

・連絡帳でのやり取りや送迎時に行っているがお互いが適切に理解できているか
が曖昧になっている。
・成長を感じられた部分もだが、療育の中で気になった点や今後さらに支援が必
要な点についても伝達、提案していきたい。

・持ち物や食事内
容への改善策の提
案

・必要に応じて電話や送迎時などに具体的な内容を伝え対応してい
る。

・就学前から当教室を利用していた児童に対しては通園していた施設
への送迎時に担当の先生と随時情報を共有していた。
・就学前に利用していなかった児童が通園していた施設とはあまり情報
共有をできていなかった点もある。保護者とも連携しながら情報共有で
きるようにしていきたい。

・該当事例なし ・今のところそういった該当事例は当教室では見受けられない。情報の
管理や共有の実施など、該当の児童がいた時のための備えは行って
いきたい。

・近隣施設への研
修

・療育センター等の機関や各小学校の会議などへの参加実績がる。よ
り多くの職員、違う施設への研修もしていきたい。

・未実施 ・クラブとの情報共有などは随時行っているが障害のない児童と活動す
る機会がない。

・プログラムの予定表や写真付きの広告等を保護者に対して発信して
いる。
・今後も積極的に実施していきたい。

・様々な媒体による
可否を予め返答い
ただいている

・名前付きの用紙などは、破棄する際にシュレッダーにかける、ファイル
に保管し厳重な管理をしている。
・どの媒体に対してどの児童の掲載がいいのか、情報の共有を更に進
めていきたい。

・絵カードや簡単な
日本語での声掛け
等実施している

・利用者と我々だけでなく、通訳やコーディネーターなどの第三者の協
力も更に取り入れていきたい。

・実施していない ・地域交流は現在行っていない。
・まずは地域交流を当教室で行う必要性から考えていきたい。

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

・契約時に必ずお
伝えする他、利用
者の疑問にも適切
に行動している

・利用者によっては言語の壁によって情報の伝達が困難なため対応策
を考えていきたい。

・面談だけでなく、
送迎時にも受け答
えを行っている。

・送迎の引き渡し時など保護者のご相談に対して、必要な助言をお伝
えしている。
・場合によっては個別支援の内容に盛り込むことを検討し全員で共有し
ていく。

・未実施 ・必要性から考えていきたい。

・対応を行っている ・必要な対応と適切な人員の配置を進めていきたい。
・保護者→職員→管理者という連携をより迅速かつ適切な対応をして
いきたい。

・新聞やブログ、
Instagramによる発
信の実施

非
常
時

・職員や保護者に
対して周知はして
いる。

・全職員が対応できるように教室内に張り紙を貼っている。
・利用者によっては言語の壁により情報の伝達が困難なため対応策を
考えたい。

・月に一度（以上
の）実施

・月に1度避難訓練を行い、実際に災害があった場合の避難場所を児童にも伝え
ている。
・以前にも手紙により配布はしているが、今後も保護者へ周知をしていきたい

・定期的な研修の
実施

・小学校の職員や児童相談所の方との連携を取り合い、話をした後は教室に持ち
帰り報告をしている。
・虐待の定義を踏まえての療育の形を明確化していきたい。



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

6件 2件

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

8件 件

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

8件 件

・全職員が見てすぐわかるように対応をとっている。万が一間違えて口にした場合は保護者へ
の報告、医療機関へ行けるようにしている。
・こちらでの食物の提供が難しい利用者には、おやつの持参などを提案していく。

・事例の発生に合
わせ都度作成して
いる

・ミーティングを通して共有している。
・全職員に伝わるように何日もかけてヒヤリハットを共有している。
・ミーティング時に事例を踏まえた対応策についても話し合う機会を増やしていきたい。

時
等
の
対
応

・その機会がない ・身体拘束は行っていない。何かあった場合はクールダウンの部屋に
一緒に入り気持ちが落ち着くまで過ごしている。
・今後の利用者によっては必要なる事が考えられるため、「どのような
状況で何をするのか」等を考え共有していく。

・何を提供してよい
のかを共有してい
る


