
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

４件 ０件 ０件 ０件

部屋を分けるなど工夫されていると思う。
運動遊びができて広々としている。

活動に応じて教室の空間を構成しています。　　お子さま
が活動しやすいように環境設定をしています。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか ４件 ０件 ０件 ０件

先生が多いので安心できる。楽しい支援を
行ってくれるので、子どもが喜んでいる。
子どもの目線で寄り添ってくれている。

基準配置より多い人数で支援しています。　　　専門職の
多様性を活かして幅広い支援を提供しています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

一日の流れや壁面など視覚から分かりやす
いように、可視化されている。
滑り止めなど使用し、安全への配慮がされて
いる。

可視化を活用して、お子さまに分かりやすいように伝え
ています。安全面も配慮して環境整備されています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

掃除・消毒が行き届いているので、清潔感が
あり安心です。

掃除・消毒を徹底して行っています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

送迎時などに様子を細かくお話してくれるの
で、寄り添って対応してくれている。

お子さまの成長に合わせて無理なく支援計画を立てさせ
ていただき、保護者さまの想いにも寄り添っていけるよう
に心得ています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

家庭での様子もよく聞いてくれて、把握したう
えで意向を汲んでくれている。

ご家庭でのお子さまの生活を把握しながら、無理なく支
援目標を設定しています。連携を図りながらサポートで
きるようにしています。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか

４件 ０件 ０件 ０件

個々の成長に合わせて支援を行い、楽しく
活動できるように取り組んでいる。

支援計画に沿って取り組んでいます。お子さまの成長に
合わせて見直しなど行い、保護者さまのご意向を確認し
たうえで立て直しなど行っています。

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

３件 ０件 ０件 １件

お箸の使い方やトイレトレーニングが進むよ
うにしたい。

成長段階を踏まえて、お子さまの興味や好奇心なを取り
入れながら進めております。ご家庭での様子もお聞きし
ながら、自立に繋げていきたいです。

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

０件 ０件 ０件 ４件

コロナのため仕方ないが、状況が落ち着い
たら機会があってもいいと思う。

他園との交流が実施された際には、様々な刺激を受け
て楽しく活動ができるかと思います。機会を設けていける
ようにしたいです。

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

４件 ０件 ０件 ０件

分からない事など丁寧に説明してくれるの
で、　安心して利用できる。

ご説明をさせていただきましたが、ご不明な点などござ
いましたらお気軽にお申し出ください。

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

４件 ０件 ０件 ０件

分かりやすく支援内容の説明をされました。 ガイドラインのねらいに基づいて、支援計画を作成させ
ていただいております。様々な視点から項目を選び、お
子さまに合った支援を提供させていただいております。

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

４件 ０件 ０件 ０件

育児の相談に対して、事業所で行っているこ
とや、専門的な視点からアドバイスをしてくれ
る。

保護者さまとご一緒に、お子さまを見守る療育を目指し
ていきたいと思います。

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

４件 ０件 ０件 ０件

いつも笑顔で対応してくださり、温かい雰囲
気なので話しやすいです。

保護者さまに寄り添えるように、話し合いを重ねて理解
を深めていきたいと思っています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

送迎時にお話をしたり、面談や電話などでも
対応してくれている。

相談など申し入れがあった際には、面談や電話などで対
応させて頂いています。支援に関しましては、職員で情
報を共通理解しています。

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

０件 ２件 ２件 ０件

特に問題はありませんが、機会があれば参
加したいと思う。発表会などがあると嬉しい。

保護者会などは開催しておりませんが、保護者さまのご
意見や思いなど連携の機会を設けていければと思いま
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

４件 ０件 ０件 ０件

どの職員も丁寧に対応して下さっています。 保護者さまからの申し出があった際には、迅速かつ的確
に報告するように、職員で周知しており対応させていた
だいています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

連絡帳や送迎時に伝達できている。日々の
様子を細かく伝えてくれるので安心です。面
談や電話などでも対応してくれています。

日々の些細な出来事でもお子さまの様子をお伝えして、
保護者さまとの意思疎通を図っております。

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

４件 ０件 ０件 ０件

毎月のお便りやSNSの発信があり、こぱん
はうすでの様子が見れるので嬉しいです。

新しい情報を様々な方法で発信していきます。

19 個人情報の取扱いに十分注意されているか ４件 ０件 ０件 ０件

配慮されていると思う。 細心の注意を払っております。

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

４件 ０件 ０件 ０件

書面で交付されています。避難場所や連絡
手段も分かり安心できます。

職員でも定期的に訓練を行い、マニュアルをすぐ確認で
きるところに配置し声をかけ合っています。

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

４件 ０件 ０件 ０件

避難訓練が実施されており、慣れることがで
きるので安心です。

定期的に訓練や研修を実施しています。

22 子どもは通所を楽しみにしているか ４件 ０件 ０件 ０件

毎回、喜んで行きます。帰宅してからも楽し
かった様子が伝わってきます。

お子さまが楽しく療育活動に取り組まれたり、集団生活・
イベントなどに参加できますように、考案しています。

23 事業所の支援に満足しているか ４件 ０件 ０件 ０件

とても良くしていただいて助かっています。い
つもありがとうございます。今後ともよろしく
お願いします。

お子さまと保護者さまが安心してご利用できますように、
引き続きサポートさせていただきます。

公表：令和　　3年　　8月　20日

事業所名　　　こぱんはうすさくら水戸備前堀教室　　 保護者等数（児童数）　４名　　　　　回収数　４枚　　　　　割合　１００％
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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

毎日の利用人数の確認。 一部屋での人数が多い場合は、部屋を分けたり様々な
方法で工夫している。

2 職員の配置数は適切であるか

役割・担当決めしている。 基準配置数よりも多いので、手厚い支援で事故につな
がらないように安全に対応できる。

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

ヒヤリハットなどで危険に気づき、情報伝達
して改善を図っている。

視覚から分かりやすいようにカードや壁面などで可視化
している。滑り止めや角クッションなどで安全に配慮して
いる。

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

掃除・消毒を徹底している。 感染対策にも気をつけて消毒を徹底している。活動に応
じて物の配置を変化させ、状況に応じて工夫している。

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

ミーティングを実施。職員共有のノート作成。 ミーティングの機会を設け，意見に傾聴する姿勢を大切
にしている。情報の共有や報告を広めていく必要がある
と感じている。

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

送迎時のコミュニケーション。
連絡帳での情報交換。

日々の接する際にいただいた意向については、職員で
話し合い改善につなげていけるように努力している。

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

実施している。 改善した内容を分かりやすく、保護者さまなどに伝わる
よう公開を工夫して行っていきたい。

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

特になし。 現時点では第三者評価については実施しておらず、今
後については検討。

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

定期的に実施して、意識の向上に努めている。オンライン研修を行い、より深く学ぶ機会が増えている。
参加できなかった場合でも報告会を設けて、情報を共有
している。

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

お子さま・保護者さま目線で作成している。 丁寧にお聞き取りを行い、ニーズに合わせて考えるよう
心がけている。

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

参考としている。 特性や状況を図るために使用。

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

参考としている。 様々な視点から設定としてはしっかりと支援に必要な項
目であるが、広い視野からその時の状況にあった支援
の判断で行っている。

13
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
る

個々に合った支援を大切にしている。 計画に沿って行いながらも、日々の状況に応じて柔軟に
支援できるように工夫していく必要性があると感じてい
る。

14 活動プログラムの立案をチームで行っている

お子さまの成長記録。 職員で話し合い、個々の発達に合わせて月案を考案し
ている。

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している

季節の行事を実施。 前回の反省を踏まえ、改善しながら少しづつ内容を変化
させている。

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

個の活動と集団の活動にメリハリをつけている。職員の見守りの中で、子ども同士のコミュニケーションを
大切にしている。

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

隙間時間を大切に行動している。 ミーティングを開けるように行動したり、一日の役割分担
をボードに示し誰が見ても分かるように工夫している。短
時間の打ち合わもあるので時間を作れるようにしたい。

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

すぐに報告し合える環境作り。 気づいた事があれば必ずミーティングを開き、参加でき
なかった職員はミーティングノートで情報を共有してい
る。

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

ミーティングノートを活用。 記録などを振り返り、次月の支援内容を変えたりするな
ど改善につなげている。

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

定期的な見直し。 送迎時に意思疎通を図り、ご家庭での様子などをお聞き
して、ご要望など確認している。

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

情報の共通理解。 新しい情報を共有できるように努めている。

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

対応時のコミュニケーション。 関連機関との連携をできる限り取り合って支援につなげ
ていきたい。

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

現時点ではない。 保護者さまを通じて医療機関などから指摘があった場合
は行っているが、直接的には連携が少ないので連携手
段を考える必要性を見直したい。

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

現時点では整っていない。 保護者さまを通じての連絡体制になっているので、直接
的に連絡体制が必要であれば整えていきたい。
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公表：令和　　3年  8月　20日 事業所名　　　　　こぱんはうすさくら水戸備前堀教室　

児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）



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

現時点ではない。 今後、直接的に可能であれば相互理解を高めたい。

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

送迎時の情報伝達。 送迎時に情報共有はしているが、時間が短く詳しい内容
を把握できなかったり相互理解は少なく感じるので、共
有の場が必要だと考える。

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

オンライン研修を活用。 オンライン研修で他事業所の支援方法など聞ける機会
をもっと増やし、今後の支援をより良いものにしていきた
い。

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

現時点ではない。 機会があれば交流を深めていきたい。

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

情報を収集していきたい。 支援の質の向上のため、情報を探し積極的に参加して
いきたい。

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

傾聴とコミュニケーションを心がけて、信頼関
係を築いていきたい。

日々の様子をお伝えして、保護者さまのニーズをお聞き
しながら一緒に考え行っていくことを大切に話し合ってい
ます。

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

送迎時にご家庭での様子にお変りはないか
確認させていただいている。

直接的なペアレント・トレーニングなどは実施していませ
んが、お子さまの相談をお受けしたときに事業所での対
応の仕方をお伝えしています。

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

分かりやすく丁寧に対応している。 ご理解していただけるまで何度も説明を行ったり、不明
にならないよう注意を払っている。

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

内容を把握していただけるように、お子さま
の様子と合わせてお伝えしている。

ガイドラインのねらいと支援内容に基づきながらお子さま
と保護者さまのニーズに合わせて支援計画を作成し、確
認していただいて同意を得ている。

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

子育ての悩みなどに寄り添えるように心が
けている。一緒に見守っていく事を大切にし
ている。

相談しやすように歩み寄り、支援内容を詳しくお伝えする
など理解を深めながら行っている。

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

現時点ではない。 実施しておらず、ご要望があれば今後については検討。

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

迅速かつ適切に応じられるように心得ている。申し入れがあった際には、速やかに職員で情報を共有
し、ご納得いただける対応を行っている。

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

様々方法で発信している。 毎月のお便りやSNSを活用して新しい情報を発信してい
る。

38 個人情報の取扱いに十分注意している
お子さまの名前をふせたり、特定できるよう
な事は言わない。

細心の注意を払っている。

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

ゆっくり丁寧にお伝えし、視覚からの情報伝
達を図っている。

傾聴を大切にしながら意思疎通や伝達を行っている。

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

計画中。 バザー開催の準備はできているので、コロナが落ち着い
たら実施したい。

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

書面で交付している。 保護者さまに書面でお伝えし、職員でも定期的に訓練を
行い、マニュアルをすぐ確認できるところに配置して周知
している。

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

避難訓練では、実際に避難場所まで歩く練
習をしている。

定期的に訓練や準備・点検を実施している。　訓練の回
数を増やして行っていきたい。

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

周知しながら徹底している。 個別記録に書かれているお子さまの特徴や重要事項を
確認している。

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

医師の指示書がある場合は、それに従い対
応してく。

予防から注意を払い、食事時のテーブルの位置、職員
の担当、お子さまの行動など必ず職員で確認して行動し
ている。

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

小さなことでも記載し、周知している。 ヒヤリハットの事例を振り返り、改善につなげている。

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

お子さまの心身を把握しつつ、予防につなげ
ていきたい。

適切な対応ができるように、報告や情報を深めたい。

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

保護者さまに説明できる判断と行動が必
要。

口頭でもお伝えしている。他職員との情報を確認したり
モニターの確認など、保護者さまにしっかり説明できるよ
うにしている。
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