
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

20件 6件 0件 1件

・今より人数が増えたら（定員に達したら十分
なのかと思う

法令以上のスペースを確保しております。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 25件 0件 0件 2件

・適切な人数だと思う 配置基準以上の人員を配置しております。お
子様のクールダウンなどは場合によって別部
屋で対応することがあります。

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

24件 0件 0件 3件

・視覚のみでもわかる表示がなされている ・それぞれのお子様の特性に合わせて、視
覚補助や音声補助をわかりやすいように提
示しております。

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 0件 0件 2件

0 清掃員を雇用しております。お子様が気持ち
よく過ごせるように今後も精進してまいりま
す。

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 0件 0件 2件

・面談で決めている お子様の個と環境の相互作用を深堀りをし
て最適な計画を作成して参ります。

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

21件 1件 0件 3件

・面談で決めている
・とてもしっかり話を聞いて下さった上で設定
していただけました。

0

7 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか 24件 2件 0件 1件

・行われていると感じる 0

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

26件 0件 0件 1件

・毎月親も楽しみなくらい、多彩なプログラム
をご用意いただいています。
・いつも楽しいプログラムで本人は嬉しそうで
す。
たくさんのプログラムがある。
・お楽しみ日を設けたり、子供を飽きさせない
プログラムになっています。

こぱんはうすでは「機会の提供」を大切にし
ています。今後も様々なイベントを通してお子
様の経験の幅を広げていきます。

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

11件 5件 1件 10件

・天気の良い日はなるべく公園や散歩など10
分でもお外に出る機会があるとありがたいで
す。
・コロナなのでやっていないと思う。
・機会は少ないと思う

今後検討させていただきます。

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

27件 0件 0件 0件

・わかりやすく説明があった。 0

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 1件 0件 1件

・説明はあった。 0

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

14件 5件 1件 7件

・個人的にご相談に乗ってくださっているので
不満はありません。
・心理士さんに親のかかわり方を相談できる
機会があるともっと嬉しいです。
・どれのことか不明
・個人的に相談に乗ってくださっているので不
満はありません。

・現在は親御様のご依頼がありましたら個別
で実施させていただいております。
・就学座談会と食具の使用についての座談
会を実施予定です。今後、ご家庭のご要望
に応じた保護者イベントを多く設けられるよう
に計画して参ります。

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

25件 2件 0件 0件

・フィードバックあり ・ご家庭との共通言語を図るために、今後も
ご家庭との対話の時間を大切にして参りま
す。

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

23件 1件 1件 2件

・行われている 面談は随時実施しております。いつでもお気
軽に相談してください。モニタリング等の6か
月に１度の面談は必ず実施しています。

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

12件 4件 3件 7件

・コロナなのでやっていないと思う。
・機会はまだない

小集団ご利用のお子様は指導のモニタリン
グ中に他の親御様との交流の時間を設けさ
せていただいております。今後は小集団以外
でも定期的に座談会を開催し、多くの親御様
同士のコミュニティづくりに励んでいきます。

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

27件 0件 0件 0件

・1か月ごとのプログラムカレンダーをもらえる
ので事前に何をするのかわかって助かって
います。また、ブログの写真でどんな様子で
過ごしているのか見れるのでとても嬉しいで
す。
・いつも相談できると思っている

お子様だけでなく、こぱんはうすに関わる全
ての方がホッとする教室づくりを目指しており
ます。些細なことでもお気軽にお問合せ下さ
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

27件 0件 0件 0件

・フィードバックの中に含まれていると思う 0

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

27件 0件 0件 0件

・発信されている ブログをお読みいただき、ありがとうございま
す！今後もプログラムに対してどんな狙いで
活動をしているのか、親御様に分かりやすい
内容を発信して参ります。

19 個人情報の取扱いに十分注意されているか 24件 1件 0件 1件

0 0

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

24件 1件 0件 2件

・書面での説明や訓練も行っている それぞれのマニュアルは契約時に配布をさ
せていただいております。ご不明な点やご意
見がございましたら都度ご相談していただけ
ると幸いです。安心安全が土台ですので、些
細なことでもご指摘ただければと思います。

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

22件 2件 0件 3件

・訓練の内容もホームページで確認できた 毎年3月・9月に災害テーマを決め、それぞれ
に合った避難訓練と身の守り方をプログラム
に入れております。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 25件 2件 0件 0件

・優しい先生方に会うのが楽しみなようです。
運転手さんの名前も憶えてよく呼んでいま
す。
・今日は「何をやった」と話してくれ、楽しそう
にしています。
・毎日本当に楽しく通っています。ありがとう
ございます。
・楽しそうに通っている
・先生たちには会いたがっているが、土曜は
14時に迎え委に来てと毎回言われる
・毎回とても楽しみに通所しております

「楽しいじゃなきゃこぱんじゃない！」と「療育
成果の実感」をこれからもお子様が自分らし
くいられる居場所としてより一層楽しい教室
にしていきます！

23 事業所の支援に満足しているか 25件 1件 0件 1件

・息子には必要な場所だと考えています。
・いつもありがとうございます。こぱんさんに
巡り合えて本当に幸運だったと思っていま
す。これからもよろしくお願いいたします。
・今後ともよろしくお願いいたします。
・満足している
・息子には必要な場所だと考えています。

たくさんの嬉しいご意見を頂き誠にありがとう
ございます！こぱんはうす北浦和教室は
オープンから1年半を迎えました。まだまだ教
室として成長の発展途中ではございますが、
今後もたくさんの笑顔を届けていくためにたく
さんのご意見をいただければ幸いです！

公表：令和　4年　12月　20日

事業所名　こぱんはうすさくらさいたま北浦和教室　　 保護者等数（児童数）　28　回収数　27　割合 96.4 ％
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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

法令で定められたスペースを遵守しています 0

2 職員の配置数は適切であるか
0 0

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

お子様の認知特性に合わせた構造化を行っ
ています。

0

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

0 0

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

管理者と指導員と週次面談や全体MTGを通
して目標設定と振り返りを都度実施していま
す。

0

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

日次・週次で職員参加のMTGを実施していま
す。
半年に１度、教室内全体での目標設定を行
い、各自担当を持って実施しています

0

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

親御様へ満足度調査アンケートを実施し、業
務改善につなげています。

0

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

現在は、利用者・社内の２者評価をとってお
ります。
第三者による外部評価については、現在実
施の予定はありませんが、今後必要に応じて
実施を検討してまいります。

0

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

１ヶ月の初任者研修を実施し、その後もすべ
ての指導員に継続的に研修をおこなっていま
す。

より専門性を高めるために、職員研修の頻度
を増やしていきます。

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

計画期間ごとにアセスメントを取った上で計
画を作成しています。
また、統一したアセスメントシートを使用して
います。

0

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

計画期間ごとにアセスメントを取った上で計
画を作成しています。

0

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

アセスメントを元に、優先順位をつけて長期
目標と短期目標を設定した、通所支援計画を
策定しています。

0

13
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
る

毎回指導記録をとり、見直すことでお子様の
成長や取り巻く環境の変化に合わせて、指導
内容や方法を更新しています。

0

14 活動プログラムの立案をチームで行っている
お子さまの事例を共有・議論するケース検討
会を開催しています。

0

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している
機会の提供を大切にしており、毎日異なった
プログラムを実施しています

0

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

個別の療育施設でできたことを集団が特徴
のこぱんでもできるように計画を立てておりま
す。

0

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・終礼を日次で実施し、職員間での情報
共有をおこなっています

0

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

朝礼・終礼を日次で実施し、職員間での情報
共有をおこなっています

0

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

毎回指導記録をとり、見直すことでお子様の
成長や取り巻く環境の変化に合わせて、指導
内容や方法を更新しています。

0

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

通所支援計画の更新毎に目標と支援内容の
見直しを行い、それを基に次期計画を作成し
ています。

0

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

児童発達支援管理責任者をはじめ教室内全
てのスタッフがお子さまの状態を把握しチー
ムでの支援を展開しています。
会議には児童発達支援管理責任者と指導を
担当するスタッフ１名程度で参画することが
多くなっております。

0

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

0 0

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

医療的ケア児の受け入れは現在実施してお
りません。

0

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

医療的ケア児の受け入れは現在実施してお
りません。

0

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

ご要望に応じて就学先の小学校へ書面で共
有させていただいております。

0

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

ご要望に応じて就学先の小学校へ書面で共
有させていただいております。

0

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

お子様の課題に応じて、助言を頂くことがご
ざいます。

0

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

現在、検討中です 関係連携（訪問）等の幼保園との交流は、今
後も継続して行って参ります。

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

 浦和区障害児通所支援施設向け実践報告
会及び事業所交流会に参加しています。

0

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

連絡帳や送迎時などの引継ぎで、親御様と
の共通理解を行っている

0

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

親御様のお子さまへの関わり方についてサ
ポートできる
ようペアレント・トレーニングや座談会を開催
しております。

0

公表：令和　4年　12月　20日 事業所名　こぱんはうすさくらさいたま北浦和教室　　
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児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）



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

契約時に説明させていただいております。ま
た、運営規程、利用者負担等について、契約
時に丁寧にご説明するとともに事業所内に重
要書類を掲示しています。

0

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

アセスメントを元に、優先順位をつけて長期
目標と短期目標を設定した、支援計画を策定
しています。

0

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

半年に1回以上面談の機会を設けさせていた
だいております。こちらからも、気になるご様
子がございましたら都度お電話か送迎時等
で助言させていただいております。

0

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

保護者様会については、11月から定期的に
開催させていただきます。

0

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

管理者不在の際でも対応ができるように職員
全体でフローを共有しております。

0

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

1週間に１回のペースでブログを発信しております。また、毎月10日によく月のプログラムカレンダーで活動内容を周知させていただいております。0

38 個人情報の取扱いに十分注意している

個人情報が記載された書類は鍵付きキャビ
ネットに保管しています。

ブログの写真については、ブログ担当と管理
者で個人情報が断定されないようにチェック
を徹底してまいります

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

お子様・親御様の状態に応じて、視覚的情報
などを活用して意思疎通・情報伝達等を実施
しております。

0

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、地域住民を招待することは、行ってい
ないが、2023年3月に美術館を借り、展覧会
を実施し、関係機関の先生方や地域住民が
鑑賞できる場を設ける予定です。

0

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

マニュアルを策定し、研修を実施しています。 0

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

3月と9月に火災・地震・水害を想定した避難
訓練を実施しております。

0

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

服薬などは、フェイスシートで伺ったり、面談
の時に把握を行っています。契約時にも持病
についてのヒアリングと対応方法を丁寧にヒ
アリングさせていただいております。

0

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

全てのお子さまについて、アレルギーの有無
を確認し、指導時に該当物質との接触が起こ
らないよう留意しております

0

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

ヒヤリハット事例が起こった際には、ヒヤリ
ハットの報告書を作成・保管し、職員間で共
有しています。

0

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

0 0

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

マニュアルを策定し、研修を実施しています。
保護者様へは、契約時に丁寧に説明し、通
所支援計画の特記事項にも記載しています。

0

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

非
常
時
等
の
対
応

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件 0件

8件


