
公表日：令和５年　２月１０日 サービス種類：児童発達支援

チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

1
利用定員に応じた指導訓練室等スペースの
十分な確保

引き続き感染症対策を行い、保育室のス
ペースや運動遊びのスペースを工夫したり
した。

コロナ時代ですが、しっかり考えてくれてい
ると思う。
全員「はい」の回答

今後も利用される方が安心して過ごせるよう、今あ
る資源で、スペースの確保等の工夫を行い、プログ
ラム内容に影響が出ないようサービス提供していき
たい。

2 職員の適切な配置
配置基準に従い、常勤の保育士を設置。必
要に応じて、パート保育士も確保している。
その他、2名の言語聴覚士も常勤している。

もっと利用したい。
回数を増やして来たい。
全員「はい」の回答

大部分の保護者が適切な配置であると感じてい
る。今後も、保護者とコミュニケーションを十分取る
よう努める。

3

本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、
情報伝達等に配慮した環境など障害の特性
に応じた設備整備

1日の活動のスケジュールなどは、絵カード
や写真カードなどを使用し、継続した視覚支
援を工夫している。どの活動においても、1
人1人に合わせて、視覚支援を工夫し、どの
子どもにとっても分かりやすい情報提供とな
るよう努めている。

検温の手順やその日のスケジュールなど子
どもが見て分かるように示してくれている
全員「はい」の回答

今後も、子どもたちに合わせた情報の伝達方法や
環境の整備を工夫していきたい。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に
合わせた生活空間の確保

引き続き、感染症対策として、施設内の消
毒・換気はもちろんのこと、外部からの入室
者に対しても、体温等を記入していただき、
対策を徹底している。
園内は、毎月立体壁面飾りを入れ替え、利
用者が季節を間近に感じられるように工夫し
ている。

月ごとに廊下の飾りが変化するので、親子
で楽しんでいる。毎月楽しみなほどとても
工夫してくれている
全員「はい」の回答

今後も清潔で安全・快適に過ごせる空間作りを行っ
ていきたい。
感染症対策も継続して徹底していきたい。
今後も季節感を取り入れ、子どもの情動に働きかけ
られるような空間作りを意識し、工夫を重ねていき
たい。

1

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）への職員の積極的な参
画

感染症対策に関する業務を含む、その他の
業務の確認や見直しなど、継続的かつ定期
的に職員会議を行っている。全職員の積極
的な参画があった。

改善した業務について、実施した後の報告や連絡
等職員間で積極的なやり取りがあった。

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施

実施していない。 現在のところ実施の予定はない。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

療育事業に携わる職員としてのスキルアッ
プを図るため、各種専門家を講師として招
聘。症例研修を柱に、研修会を実施してい
る。

職場内外の研修を継続し職員のさらなるスキルアッ
プに努める。

1

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の
児童発達支援計画の作成

保護者への聞き取りを丁寧に行う面談を柱
に、各発達検査や、発達相談の内容も参考
にしながら、共通のアセスメントシートを活用
し、支援計画に反映するように努めている。

今後も適切なアセスメントが行えるように努める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用            　　　　　　　　                 (別添様式２)

適
切
な

区分

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

事業所名：赤穂市児童発達支援事業あしたば園



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

2

子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援の
作成

各利用者の目的や目標に合わせ、集団・個
別の活動に項目を分け支援計画を作成。集
団活動と個別活動の時間を設けるように工
夫した。

今後も、集団活動と個別の対応を組み合わせ子ど
もの特性に合わせた支援計画の立案に努める。

3

児童発達支援計画における子どもの支援に
必要な項目の設定及び具体的な支援内容
の記載

アセスメントを軸にし、子どもに応じた項目を
設定。支援内容に対しては、どの職員が対
応しても分かりやすいように具体的な記述を
心がけている。

今後も個々の状態に合わせて必要な項目を設定で
きるよう努めていく。

4
児童発達支援計画に沿った適切な支援の
実施

各分野とも、子どもたちへの支援は計画に
則り実施。子どもの様子に合わせて、内容を
変更したり、加えたりする場合は、保護者と
相談の上実施している。期間を区切って評
価を重ね、方針を見直す機会も設けている。

今後も個々の状態に合わせて必要な項目を設定で
きるよう努めていく。

5 チーム全体での活動プログラムの立案

児童発達支援管理責任者を中心に、全職員
で立案している。ＰＴ，ＯＴ，ＳＴなどの専門職
とも意見交換を頻繁に行い、活動に反映。
保育終了後には、必ず意見交換をし、常に
見直しを行っている。

各専門職の助言も交え、今後もチームでプログラム
の立案をおこなう。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援

欠席が続いている場合には、所属園所や相
談支援事業所と連携をし、状況を把握した
り、対応について共通理解に務めたりしてい
る。
感染症対策での自粛や、家庭の都合による
欠席の場合には、子どもに合わせた教材を
作成し、配布するなどの支援を行っている。

今後も利用しやすい環境作りに努め、状況に合わ
せたきめ細やかな支援の実施に努める。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫
の実施

年齢やグループごと、季節ごとにプログラム
内容を工夫している。保育のうたなどは、季
節感を大切に、月ごとに変更している。

視線入力装置の導入など新しいことにもチャ
レンジさせてくださり、嬉しい
全員「はい」の回答。

子ども達が意欲をもって取り組めるプログラムにな
るように努める。

8
支援開始前における職員間でその日の支
援内容や役割分担についての確認の徹底

支援開始前には、毎日全職員で朝礼を実
施。支援体制や内容などの共通理解を図
り、支援内容や各分担を確認し、援助に対
する一貫性ももたせている。

引き続きパートの職員にも確実に情報伝達できるよ
う、書面などによる伝達にも工夫を行っていく。

9

支援終了後における職員間でその日行わ
れた支援の振り返りと気付いた点などの情
報の共有化

支援終了後には、毎回の意見交換を実施
し、サービスの向上に努めている。
サービス提供記録は、丁寧かつ具体的に記
入しすることに務め、それを元に振り返りや
情報共有を行った。

引き続き職員間の情報共有に努める。

な
支
援
の
提
供

適
切
な
支
援
の
提
供

（
続
き

）



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

10
日々の支援に関しての正確な記録の徹底
や、支援の検証・改善の継続実施

サービス提供記録は、その日の状況はもち
ろんのこと、その前後のできごとも含めて記
入。記録者は、担当者確認印を押印し月ご
とに運営管理者と管理者に提出。検証・確
認を行っている。

家庭支援の経過なども合わせて記録し活用してい
く。

11

定期的なモニタリングの実施及び児童発達
支援計画又は放課後等デイサービス計画
の見直し

利用者ごとに内容の見直し期間を定め、保
護者の方と一緒に個別支援計画の見直しを
おこなっている。状況に合わせ、随時見直し
と修正を行っている。内容変更の際には、保
護者の同意の元行っている。

成長発達に応じて柔軟に対応していく。

1

子どもの状況に精通した最もふさわしい者
による障害児相談支援事業所のサービス担
当者会議への参画

児童発達管理責任者が担当者会議に出席
している。相談支援事業所とも、風通しがよ
く情報交換は行えている。

今後もより子どもたちに適した支援体制作りのた
め、積極的にサービス調整会議に参加する。

2

（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の実施

痰吸引等の医療的ケアが必要な子どもは、
在籍していない。地域の関係機関とは保護
者の要望や将来的な希望に合わせて連携
を図っている。

今後、医療的ケア児の利用があった場合でも、関
係機関と連携する体制作りを行えるようにする。

3

（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
制の整備

赤穂市民病院と協力医療機関の覚書を取り
交わしている。

今後も協力関係機関との連携を図る。

4

児童発達支援事業所からの円滑な移行支
援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、
小学校、特別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

保、幼と定期的に連携連絡会があり情報交
換を行っている。状況に合わせて、随時訪
問し、連携会議やケース会議を開催してい
る。
特に今年度は、小学校とのケース会議を持
つなど、円滑な移行支援が実施できている。

今後も連携を密にし、必要な情報の伝達を行い、、
保護者や子どもたちが楽しく園所の生活が送れる
よう連携していく。また、移行期における連携にも努
め、保護者および子どもたちが学校生活を不安なく
開始できるよう努める。

5

放課後等デイサービスからの円滑な移行支
援のため、学校を卒業後、障害福祉サービ
ス事業所等に対するそれまでの支援内容等
についての十分な情報提供

6

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や、専門機関で
の研修の受講の促進

必要に応じて連携を実施している。 今後も積極的に参加する予定。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

7

児童等発達支援の場合の保育所や認定こ
ども園、幼稚園等との交流や、放課後等デ
イサービスの場合の放課後児童クラブや児
童館との交流など、障害のない子どもと活
動する機会の提供

利用者の主な所属は、各園所になってい
る。各園所の受け入れは全面的に行えてい
る。補助職員の配置も行えている。

子どもたちも保護者の方も安心できるよう、移行前
後の連携をはじめ必要時にはいつでも訪問し、連
携を密に行う。

8
事業所の行事への地域住民の招待など地
域に開かれた事業の運営

利用者の個人情報には重々配慮しながら、
地域の方の見学の要望があった場合には
受け入れている。関係機関からの見学も積
極的に受け入れている。

療育を理解していただく為、今後も積極的に受け入
れる。

1
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
な説明

利用契約時に、保護者に丁寧に説明し、納
得を得たうえで、契約を締結している。

全員「はい」の回答
療育を理解していただく為、今後も積極的に受け入
れる。

2
児童発達支援計画を示しながらの支援内容
の丁寧な説明

保護者の主訴を中心に、個々の状況に応じ
た児童発達支援計画を作成。内容について
は、保護者に提示し、丁寧かつ分かりやす
い説明を心がけている。

全員「はい」の回答
今後も保護者に分かりやすい説明や分かりやすい
表現を行い、より丁寧な説明が行えるよう心がけ
る。

3

保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対するペアレント･トレーニング等の
支援の実施

受講希望者を募り、計画的に実施。今年度
は１４名の希望者があった。感染症拡大防
止のため、人数を７名ずつに分けて構成し、
１グループ全８回のセッションで行った。

他のお母さんたちの話も聞けて、参考に
な
る。

年々希望者が増加傾向にある。
感染症の対策を工夫しながら、来年度以降も希望
に添って実施を継続していく。

4
子どもの発達の状況や課題について、日頃
から保護者との共通理解の徹底

親子保育の中や、ＳＳＴやＳＴの降園時に保
護者と援助者で時間を設定し、フィードバッ
クを行っている。具体的な様子や、教材を用
い、分かりやすくイメージしやすい伝え方を
工夫した。
面談を希望される保護者も多くおり、随時受
け入れている。

毎回、終了後にフィードバックがあり、と
ても安心。フィードバックをとても丁寧に
おこなってくださる。
全員「はい」の回答。

引き続き、丁寧なフィードバックを心がけ、保護者と
共通認識が持てるようにしていく。
感染症拡大防止にも配慮し、部屋の換気や密にな
ることを避ける工夫をしながら、保護者とのコミュニ
ケーションを大切にしていきたい。

5
保護者からの子育ての悩み等に対する相
談への適切な対応と必要な助言の実施

臨床心理士２名が、年間合計１６回のグ
ループカウンセリングと個別カウンセリング
を実施。随時保護者からの相談は職員が受
け、必要に応じて心理士につないでいる。

育児に関するアドバイスをくれるので、
保護者も支援してくださっていて嬉しい。
いつも親身になり、丁寧な助言・支援を
おこなってくれる。全員「はい」の回答。

身近な職員との日頃のコミュニケーションと合わせ
て、専門家のカウンセリングを大切に考え、今後も
予定している。

6
父母の会の活動の支援や、保護者会の開
催による保護者同士の連携支援

コロナ禍前であれば、保護者主催による「親
の会」の総会、就園就学の交流会、保護者
を対象とした研修会、懇親会などを定期的
に開催しているが、今年度も感染症拡大防
止対策のため、集団での開催はできなかっ
た。

コロナ禍ということで、集まりにくい現状があ
るように思う。
はい・・・５８名
どちらともいえない・・・３名
いいえ・・・３名
わからない・・・１２名

「親の会」としての交流は持てなかったことは残念。
しかし、親子保育で同じグループだったことがきっ
かけとなったり、所属園所が一緒だったことで交流
ができたりと、保護者同士のつながりは広がってい
る。ＳＮＳでもつながり、情報の交換もされていると
いうグループもある様子。

7

子どもや保護者からの苦情に対する対応体
制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情
があった場合の迅速かつ適切な対応

管理者が初期の苦情窓口となっている。ま
た、重要事項説明書の内容に則り、別にも
設けている虐待及び苦情受付担当窓口の
周知も、利用契約時に行っている。

苦情がないので分からないが、困ったこ
とを相談しやすいようになっている。
はい・・・６９名
わからない・・・７名

今後、苦情や虐待防止に関する相談があった場合
は、迅速かつ丁寧に対応を行いたい。
その他、心理士等の助言も仰ぎ、保護者に寄り添っ
た対応を行っていきたい。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

8
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

マカトンサイン、写真カードや絵カード、実物
での提示、リマインドシートや言語補助装
置、タブレットなど、個々に応じたものを活用
している。

全員「はい」の回答

引き続き個々に応じた工夫や配慮を行う。
症例研修などを通して、新しい情報を学び、個々に
適した情報伝達の方法を、所属園所にも情報提供
できるよう引き続き連携を行う。

9

定期的な会報等の発行、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報についての子ども
や保護者への発信

毎月、年齢別保育とＳＳＴグループ、言語聴
覚士からのおたよりを配布したり、掲示した
りして発信している。
各配布プリントでの発信に加えて、一斉メー
ルでの情報発信を整備しており、迅速かつ
正確に対応できる体制をつくっている。

全員「はい」の回答

引き続き、保護者が読んで分かりやすい園だよりの
作成を心がける。
その他、メールでの配信で迅速かつ平等に情報が
保護者に行き渡るよう一斉メールを整備したため、
今後も必要な情報が行き渡るよう活用していく。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

個人情報の管理について、利用契約締結時
に重要事項説明書に則り、説明をしている。
個人ファイル等は、事務所内の鍵付きの
キャビネットで保管。職員が帰宅時には、当
番制で施錠を行っている。

全員「はい」の回答
「個人情報」の取り扱いについて、日頃から職員全
員で意識を高めていく。

1

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の策定と、職員や保護
者への周知徹底

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアルに
ついて保護者には契約締結時に説明してい
る。
職員間でも情報共有している。

全員「はい」の回答
今後も職員の意識を高めていけるよう、研修等に積
極的に参加していく。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に避難、
救出その他必要な訓練の実施

年2回、すこやかセンター全体で避難訓練を
実施している。保護者にも、避難訓練がある
ことを説明、協力を依頼している。

実際に避難訓練に参加したので、実施
してくださっていると知った。
全員「はい」の回答

全クラスがスムーズに避難することができるよう訓
練に積極的に参加し、職員の意識を高めていく。

3
虐待を防止するための職員研修機の確保
等の適切な対応

倫理研修に参加している。虐待や人権に対
する職員の意識を高めている。。

職員の意識を高めていけるよう、研修会に今後も積
極的に参加する。また、年度初めの職員会議では、
必ずマニュアルの読み合わせを行うようにしてい
る。

4

やむを得ず身体拘束を行う場合における組
織的な決定と、子どもや保護者に事前に十
分に説明し、了解を得た上での児童発達支
援計画又は放課後等デイサービス計画へ
の記載

身体拘束は行っていない。

非
常
時
等
の
対
応
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5
食物アレルギーのある子どもに対する医師
の指示書に基づく適切な対応

身体拘束は行っていない。

6
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で
の共有の徹底

安全確保については職員間で共有してい
る。事例集は作成していない。

引き続き職員間で共有していく。


