
事業所名　　こぱんはうすさくら　都筑中川教室　　

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

15件
・2部屋のうち1つは広々としていて室
内で動くのに問題ないと思う。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 14件 1件

・職員の方の人数は大丈夫だと思いま
す。専門性は、様々な特性の子がいる
ので正直よくわかりません。
・何が必要かを見極めて、課題設定な
どを適切に行って頂いています。

・安心を知って利用して頂くため、
今後もコミュニケーションを大切に
したい。

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

10件 3件 1件

・フラットで良いと思うが、室外の段差
がきつくて少々気になる。

・玄関前の段差は職員が手を繋ぐ
等の配慮を行う。

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

15件

・適宜モニタリング、面談が行われてい
て良いと思う。

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

15件
・様々な経験をさせてもらっている。 ・児童の様子を見極め、たくさんの

経験が出来るよう工夫をする。

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

4件 8件 3件

・あまり機会がないが、学校ではない
のでそれほど必要としない。
・交流については分かりません。
・今はコロナの心配もあり難しいことと
思います。状況が落ち着いたらぜひ！

・コロナの不安もあり難しいことも
あるが、イベントや公園などで交流
する機会があれば関わり方を伝え
ていく。

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

15件
面談時にて適宜説明を受けている。

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

14件 1件

・都度の問題、課題は共有出来ている
と思う。

・必要な時には適宜お伝えをして
いる。　　　　　　　　　　　　　　・送迎
時にはスムーズな受け渡しを望ま
れる方もいらっしゃるので、共有方
法などもニーズに合わせていきた
い。

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

15件
・いつも色々と相談にのって頂いています。・今後も相談しやすい関係性を築

き、常に寄り添う姿勢を大切にした
い。

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

6件 7件 2件

・親の仕事、またこのご時世のため少
ないのは仕方なく、お手紙等で情報が
得られれば問題ない。オンラインで出
来れば良いかな？とは思う。
・今はコロナの心配もあり難しいことと
思います。状況が落ち着いたらぜひ！
・コロナ禍でなかなか難しいが、夏祭り
等で他のお子さんや保護者の方と会え
て良かったです！

・コロナ禍が落ち着いたら開催を
検討したい。
・夏祭りの開催が好評なので、密
を避ける配慮を行いながら継続を
したい。

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

12件 3件

・苦情をしたことが無いので分かりませ
ん。

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

15件
・連絡帳や毎月のお便りで伝達しても
らっている。

・連絡帳や送迎時の伝達、電話相
談などを継続する。

13

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

14件 1件

・HPはもう少し活用しても良いかなとは
思う。個人情報の問題もあるので写真
等の配慮やパスワード等を発行して、
リアルタイムでの情報発信があっても
良いかも。

・月に一度のこぱんだよりを継続
する

14 個人情報に十分注意しているか 14件 1件 ・問題ないと思います。

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

11件 4件

・感染症等に関するお知らせは受けて
いる。
・マニュアルの確認はしたことが無いで
す。

・定期的な避難訓練のほか、最近
は地震が多いため、日常的に伝え
ていく必要があると考えている。

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

13件 1件 1件

・避難訓練は定期的に行っていると思
う。

・定期的な避難訓練お継続し、様
子をお伝えする。

17 子どもは通所を楽しみにしているか 14件 1件
・いつも楽しみにしています。特にイベ
ントが楽しいそうです。

・今後も楽しく安心して過ごせる場
所として提供をしたい

18 事業所の支援に満足しているか 15件

・これからもよろしくお願いします！
・いつも丁寧にご指導いただきありがと
うございます！
・母親の私も色々と相談に乗って頂き、
感謝です！

・保護者様のご意見は大変ありが
たく、とても励みになります！！

公表：令和　5年　1月　15日

保護者等数（家庭数）　15　回収数　16　　割合　94％
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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）



チェック項目 はい いいえ 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

14件

2 職員の配置数は適切である 14件

・安心して頂けるようにコミュニ
ケーションを増やしていく。
・男性職員の配置に関しては今後
検討したい。

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

14件

・玄関前の段差については必ず職
員が手を繋ぐ配慮を徹底する。

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

14件

・全ての職員が意見を発言しやす
い現在の環境を続けたい。

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

14件

・ご意見を真摯に受け止め、日々
の支援に生かしたい。

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

13件 1件
・年度末までに行う。

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

14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

13件 1件

・研修はあるが全員が受けられる
よう機会を増やしたい。

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

14件

・定期的な更新を継続する。

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

14件

・定期的な更新を継続する。

11
活動プログラムの立案をチームで行って
いる

14件

・負担のないように配慮しながら、
なるべくたくさんの意見を取り入れ
られるように、職員同士の意見交
換を増やしたい。

12
活動プログラムが固定化しないよう工夫
している

14件

・新たなチャレンジや様々な経験を
提供出来るようにしたい。
・児童の状況に合わせた内容を提
供する。

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

14件

・継続的な製作やクッキング等を
取り入れ、休みにしかできない事
にチャレンジする機会を増やした
い。

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

14件

・職員間での共有を継続する。

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

14件

・職員間での共有を継続する。
・必要事項の共有は、申し送りファ
イルと共に直接お伝えすることを
基本とする。

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

14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

14件

・日々の支援経過記録を継続す
る。
・日々のコミュニケーションを大切
にしたい。

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

14件

・支援経過記録やカンファレンスを
通して、今後もお子さまの課題や
状況を把握していく。

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

14件

・様々な意見を取り入れ、多方面
からのアプローチが出来るように
工夫をする。

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

14件

・今後も管理者が参加し、情報を
共有していく。

21

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

13件 1件

・学校生活を円滑に過ごすために
も、今後も情報共有を継続してい
きたい。

公表：令和　5年　1月　15日

工夫している点

・机の位置をその日の定員に応じて変える工夫をしている。
・物の配置を度々変える事でスペースを有効活用させて活動している。
・限られたスペースの中で活動しやすいように工夫をしている。

・余裕のある配置となっている。
・規程よりも多く配置されているため、児童と向き合いやすい。
・前日までに職員同士で確認し、子どもの数だけではなく状況や様子に
応じて十分な職員配置を調整をしている。
・防犯上、必ず男性職員がいると良いと思う。

・門にはコーナークッションを付け、児童の成長度に合わせて配慮して
いる。
・トイレは段差があり、水道の位置が少し高いため台を置いて必ず見守
りをしている。
・トイレ利用時には常に職員の目があるように意識付けられている。
・支援の前に前回の振り返りを行ったり、支援後に懸賞を評価して次に
繋げている。
・日々、多くの意見を取り入れている。
・職員同士の情報交換が活発で日常的に各職員が意識している。

・保護者が意見や気持ちを言える環境である。
・意見を無駄にしないように共有して業務改善に取り入れている。
・保護者様からのご意見を元に話し合いをしている。

・本部SVに意見を伺う機会があり、外部からの視点を取り入れる。

・事務所内や本部の研修に参加することで能力向上を目指す。
・全員が参加できるような研修システムがあると良い。
・リモート会議なども利用している。

・児発管を中心に職員各々が感じている課題を分析し計画をまとめて
いる。
・職員間の共有+確認と声掛けが出来ている。

・その日のうちに個人の支援経過記録の記入を定着している。
・支援経過記録によって共通認識を持つ。

・サービスを通して感じる利用者の課題や、社会に出てから困らないよ
うに身に付けたい能力を取り入れる。
・社員パート問わず職員の意見を取り入れるようにしている。意見を出
しやすい環境である。
・グループチャットなどを利用して、毎月チームで案を話し合い、作成が
出来ている。

・職員がアイデアを持ち込み活動プログラムを作っている。
・様々な意見を組み込み、利用者に合わせた活動を行う。
・毎月チームで案を話し合い、作成が出来ている。

・長期休暇や季節のイベント付近には全体での協力が必要な作品作り
弥発表等、状況に合わせた活動を組み込めている。
・外出やクッキングなどを増やす。
・時間に余裕があるため、目標設定を少し高めにすることもある。

・利用者のその日のテンションや学校での出来事を踏まえて、気持ちを
切り替える為に個別活動を活用しながら、集団でも活動出来るように支
援する。
・一日の中でも個別と集団での活動どちらも行えるよう計画を作成して
いる。また状況を見て無理の内容臨機応変に行っている。

・毎朝打ち合わせで共有出来ている。
・朝や昼に事前打ち合わせをして前回のアセスメントを取り入れる。

・都度、気づいた点を話し合えるような環境作りがされている。　(子ども
たちがいない時間)
・記録のみならず、話し合いを常に行う事で、共有するルーティンを欠
かさない。
・共有すべき事案は情報共有ツールや申し送りファイルを活用してい
る。
・とても細かく行われている。初めて来る職員に対しても分かりやすい
ように感じている。

・個人の支援経過記録や日報で検証と改善、実行を繰り返す。
・施設内、職員個々でも課題を考え、より良い支援になるように相談し
ている。

・児発管が取りまとめを行う。
・職員がそれぞれ決定するのではなく、重要度の高い事例を児発管や
職員が話し合う。

・児発管が取りまとめを行う。
・職員同士が話し合う事で、多角的にサービス計画を行い、見直しをし
ている。

・管理者が参加している。

・管理者が取りまとめている。学校との連携もあり。
・学校の情報は、保護者様から手紙の提出をお願いしている。学校の
予定表と照らし合わせて対応をしている。
・自分自身、出来ていない部分があると感じているため、改善策を考え
ていきたい。

事業所名　　こぱんはうすさくら　都筑中川教室
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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）



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

8件 6件

現在該当者なし

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

14件

・必要であれば丁寧に対応をして、
児童が穏やかに安心して過ごせる
ように協力をしたい。

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

8件 6件

現在該当者なし

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

14件

・管理者が共有したことは、必ず職
員にも情報共有を行っている。

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

5件 9件

27
（地域自立支援）協議会等へ積極的に
参加している

13件 1件
・管理者が代表して参加し、情報
共有を徹底したい。

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

14件

・連絡帳や送迎時の伝達、電話相
談などを継続したい。

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

6件 8件

・トレーニングとしては行っていな
いが、日々のご相談には丁寧に対
応することを今後も継続する。

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

14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

13件 1件

・今後も継続する。
・常に寄り添う気持ちを大切にし
て、コミュニケーションを大切にす
る。また難しい問題に関しては必
ず職員間での相談を行う。

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

3件 11件

・コロナ渦により開催出来ていない
が、状況が落ち着いたら行いた
い。
・好評だった夏祭りは継続し、保護
者さま同士の交流の機会を作りた
い。

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

6件 8件

・現在苦情はないが、今後も十分
な配慮のもと支援を行う。

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

14件

・こぱんだよりが好評なので続けた
い。
・より良い内容を考えていきたい。

35 個人情報に十分注意している 14件
・契約時に説明をしているが、日々
意識をして過ごすことを継続した
い。

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

14件

・こまめに連絡を取り、児童の様子
を共有する。

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

12件 2件
　・地域との交流を作っていきたい
ので、芋ほりなどのイベントには積
極的に参加したいと思う。

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

14件

・特に感染症対策については引き
続き徹底したい。

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

14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

14件
・研修のほか、日々の話し合い
等、今後も継続したい。

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

14件

・身体拘束ではない方法を話し合
い、十分な配慮のもと支援をした
い。

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

14件

・対応すべき児童には丁寧に接す
るようにする。

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

14件

・今後も気付きを増やしていきた
い。
・月に一度、職員で話し合いをす
る。

・それぞれ把握し共有も済んでいる。
・アセスメントで把握して事務所に掲示して共有している。(おやつなど)

・その日のうちにファイルに記入して共有を怠らない。
・日々の支援の中で気づいたことを作成し、口頭と書面での周知どちら
も行い共有が出来ている。

・管理者が参加している。

・該当者はいない。
・今後AEDの設置があると良いと思う。

・必要に応じて情報共有を行う。

・該当者はいない。卒業した児童がまだいない。

・療育センターと共有する事が多く、併用している利用者の相談をす
る。
・療育センターや地域の基幹と子どもの情報共有をする事がある。

・積極的な交流はあまりない。
・毎月1度、イベントとして外出をしたり、日々の支援の中でのお散歩な
どで外部の子どもたちとの交流の場はある。

・管理者が中心となり、お互いに情報共有を欠かさない。
・連絡帳や送迎時に様子をお伝えしている。日々の成長を感じてもらう
ように伝え方を工夫している。

・トレーニングは行っていないが、日々ご家庭からの相談は対応してい
る。
・随時相談を受けつけ、対応をしている。

・契約時に管理者からご説明をしている。

・悩みや相談は多く、寄り添いながら安心して頂けるようにコミュニケー
ションをとっている。
・相談には安心できるようにサポートし助言に対しては立場を踏まえて
行う。
・寄り添って話をする意識を持っている。
・自分自身がまだまだだと感じている。頑張って伝えているつもりでも、
相手側に上手く伝えられているか少し不安になることもある。

・コロナのため保護者会の開催は難しいが連携は取れている。
・コロナ終息後、保護者会を設けたい。
・夏休みの『こぱんまつり』に保護者様を招待し、交流の場を設けてい
る。

・苦情を受けたことはない。
・今まで苦情というものはなかったが、ご相談に関してはその都度適切
に対応している。

・毎月、各家庭にお便りを配布し、活動内容をお伝えしている。写真+文
章の内容で分かりやすくなっている。
・記事の内容は職員で交代で行っている。

・保護者、職員ともに契約時に説明がある。
・一人一人が気を付けている。
・個人情報が書かれているメモなどは必ずシュレッダーをかける。

・全体を見る且つ個人それぞれの日々の活動をよく観察して、支援の
内容や対応を話し合う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・写
真やカード、見本の用意などを活用している。
・日々の話し合いが定着している。

・JAの畑で行われた地域の芋ほりに参加した。(管理者が周囲の事業
所と協力)

・研修ファイルを通して周知を促す。
・防犯グッズなど、いざという時のブザーがあると良いと思う。

・年に2回の避難訓練をプログラムに加えて、しっかりと話を伝えながら
子どもたちと一緒に訓練を行っている。

・日々意識しながら支援を行う。

・契約時に管理者よりご説明し、ご理解をいただいている。
・説明をうけ、その時が来たら関係性を含めて職員同士協力して取り組
む。
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