
令和元年度 事業所における自己評価結果（公表）   【児童発達支援】 

 

公表 令和 ２年 ３月 ２日               事業所名 くろかみ学園児童発達支援センター 

 

 
チェック項目 はい いいえ 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 

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か 
22 1 

・１日の利用が多いときには、クラスの中で

さらに２つに分けて活動をしています。 

・構造化されていることで、窮屈に感じる

事があります。クラスでの環境設定で工夫

します。 

②  職員の配置数は適切であるか 22  1 

・予約表集計後、利用人数に応じてクラス毎

に職員配置を決め、利用者2～3名に対して1

名の職員を置くようにしています。 

・職員の急な休み（病欠など）などで、クラ

スに人員が不足したときには、他のクラスか

ら職員を補充し支援を行っています。 

・限られた職員で支援できる様に、工夫さ

れています。職員の勤務年数が長くなって

きたことで、支援技術も向上してきました。

今後も職員の定着を図りたいと思います。 

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か。ま

た、障がいの特性に応じ、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 

21 2 

・生活空間は構造化し、お子様の特性に合わ

せた環境設定を行っています。 

・刺激の多いものは室内に置かないよう配慮

しています。 

・洗面所の温水が出る箇所の増設、中庭人

工芝の張替えを今年度末までに行います。 

・ソファーや椅子の購入の際は、破れにく

い素材のものを選ぶようにします。（つめ破

りなどで、損傷が激しいものがあるため） 

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か。また、子

ども達の活動に合わせた空間とな

っているか 

21 2 

・毎日、塩素系消毒液で清掃し清潔な生活環

境作りをしています。活動に合わせて、空間

を確保するよう工夫しています。 

・個別ブースや運動が出来るブースなど、子

どもたちが過ごしやすい環境を設定していま

す。 

・部屋に温湿度計があると、もっと細く環

境を調整できると思います。現在は、廊下

のみ設置しています。購入を検討します。 

・洗面台等の高さが利用者様の高さに合っ

ていない場所は、踏み台を使用しています。 

業

務

改

善 

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か 

22 1 

・職員で話し合い業務改善、問題解決をする

よう心掛けています。統一した支援ができる

ように、職員間で話し合い、連携しています。 

・業務の見直しを積極的に行い、保護者様

が相談できる時間を確保できるようにしま

す。 

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か 

22 1 

・保護者様の意向を把握し、業務改善につな

げるよう心掛けています。 

・保護者様の評価や意向から、改善できる

点は取り組んでいきます。 

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か 

23 0 

・保護者様には紙面にて3月にお知らせ致し

ます。法人のホームページにも掲載致します。 

 

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か 
0 23 

 ・第三者による外部評価は行っておりませ

ん。法人全体で、今後導入する予定です。 

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か 
23 0 

・資質の向上の為の研修会には積極的に参加

しています。 

研修会参加 年間33回、延べ参加者数58名

（令和元年度見込み） 

・職員の支援技術が向上できるよう、外部

研修の活用や施設内での職員同士の話し合

いの機会を設定しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

適

切

な

支

援

の

提

供 

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

を作成しているか 

23 0 

・ご本人様、保護者様のニーズをアセスメン

ト表や面談等で聞き取り、課題に合った計画

を作成するよう心掛けています。 

 

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か 

19 4 

・標準化されたアセスメントツールを使用し、

お子様の適応行動の状況を図っています。 

 

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か 

21 2 

・児童発達支援のガイドライン項目より支援

内容を設定しています。 

・支援計画を基にモニタリングなど適正に

行われていると思いますが、利用者様の現

状を踏まえ、どう対応するか、何が支援者

としてできるか等の話し合いの時間があま

り持てていません。 

・月１回のクラス会議で支援について話し

合う時間を作っています。緊急な課題につ

いては、その都度クラスで話し合えるよう

に配慮します。 

⑬  
児童発達支援計画に沿った支援が

行われているか 
21 2 

・各クラスでお子様の特性や児童発達支援計

画の内容を共有し、支援を実施するように努

めています。新規利用者様については、特に

アセスメント表を活用して情報共有に努めて

います。 

・チームへの周知ができていないことがあ

りました。 

・児童発達支援計画を立てていない職員に

は、把握できていないことがあると思いま

す。支援目標などを目にする事がないと思

います。 

・毎月、クラス会議を設けて支援について

の話し合い等をしています。情報共有をど

のようにして行うか、クラスで工夫します。 

⑭  
活動プログラムの立案をチームで

行っているか 
21 2 

・各クラスで話し合い、活動内容を決定して

います。 

・クラスで準備も含め協力して出来ています。 

・その都度話し合い、反省点なども出し合え

ています。 

・パート職員も含めたミーティングを行う

必要があると思います。クラスで実施しま

す。 

⑮  
活動プログラムが固定化しないよ

う工夫しているか 
23 0 

・各クラスで話し合い、固定化されないよう

工夫しています。 

・アイデアを求められた際に、役に立てても

らおうと色々なものを見て、やってみたい事

を話せるようにしています。 

・利用者様の活動が重複しないように、日々

異なった活動を行っています。 

・予定されていた内容から変更になること

もあります。その際には、職員間で情報共

有出来る様心掛けます。 

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か 

20 3 

・個別活動、集団活動を適宜組み合わせるこ

とで、お子様の状況に応じた支援を実施して

います。 

 

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

か 

19 4 

・引継ぎは複数回行い、その日に出勤する職

員で役割分担を確認しています。 

・スムーズな支援が出来るように、職員も見

通しを立てて計画を立てています。 

・前回の状態を振り返り、支援内容を確認し

ています。 

・できていないこともあります。支援内容

の確認等は、個別でも確認するように致し

ます。 

・慣れてきたことと、日々の忙しさから活

動がその時にならないと分からないことが

あります。自分から尋ねて、わかるように

工夫しています。 



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

ているか 

20 3 

・クラスで上手くいかなかった点などを話し

合い、解決策を見つけるようにしています。 

・何か気づいた点や聞きたい事などがあった

際には、質問するようにしています。 

・その日の担当が、内容がどうだったか尋ね

てくれるので、話しやすいです。振り返りが

習慣化され、伝え忘れがないか考えられる環

境です。 

・課題が発生した時には、早急にクラスの

職員で話し合いの時間を確保し、支援の方

法を決めていきます。 

・送迎などで、振り返りに参加できなかっ

た職員は、気づきがあれば個々に伝えてい

ただくよう声掛けをおこないます。 

⑲  

日々の支援に関して記録を取るこ

とを徹底し、支援の検証・改善につ

なげているか 

21 2 

・日誌に支援の記録を取り、支援の検証・改

善につなげています。 

・日記の記録などはできていますが、困っ

たことの改善点等、共有するためのチーム

での共有不十分があります。チームリーダ

ーが大変だと思います。負担を減らすため

に時間を持って欲しい。必要に応じて、ク

ラスで時間をとれる様な体制を作ります。 

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

判断しているか 

22 1 

・半年に１回モニタリングを行い、計画の見

直しが必要か複数の職員で判断しています。 

 

関

係

機

関

や

保

護

者

と

の

連

携 

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

しているか 

21 2 

・会議が開催された時は、お子様の状況に精

通した職員が出席しています。 

 

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

を行っているか 

21 2 

・必要に応じて、市町の保健師の方や計画相

談事業所と連携して家族支援等を実施するよ

う心掛けています。 

 

23  

（医療的ケアが必要な子どもや重

症心身障がい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

を行っているか 

19 4 

・医療的ケアが必要なお子様の支援は、保護

者様を通じて情報収集を行っています。医療

ケア児は、看護師が中心となって支援してい

ます。 

・必要に応じて、関係機関との連携を図り

ます。 

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か 

18 5 

・直接、お子様の主治医と連絡を取ることは

ありません。保護者様を通じて行っています。

必要に応じて看護師が必要な医療ケアの確認

を行っています。 

・医療ケア児の緊急時の対応等については、

個別のマニュアルを整備し、職員へ周知し

て対応します。 

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か 

22 1 

・必要に応じて、支援内容等の情報共有と相

互理解を図るよう心掛けています。 

・問題点等を明確にしていないと意味がな

いと思います。 

・保護者様から要望があった場合は、移行

がスムーズに行えるよう情報共有と相互理

解を図ります。 

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

いるか 

18 5 

・保護者様や移行先（小学校等）からの要望

があった場合には移行支援を実施していま

す。また、情報提供書を作成しています。 

・必要に応じて支援会議をしています。 

・保護者様から要望があった場合は、移行

がスムーズに行えるよう情報共有と相互理

解を図ります。 

 

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か 

17 6 

・県の療育支援センターが主催する研修会等

に多くの職員が受講しています。 

・専門機関と十分な連携ができているとは

言えない状況です。課題の一つです。 



28  

保育所や認定こども園、幼稚園等と

の交流や、障がいのない子どもと活

動する機会があるか 

6 17 

・併行通園しているお子様には、保育所等で

行事がある場合などはそちらを優先し、保育

所等での活動が充実するようお話をしていま

す。 

・96％のお子様が併行通園をしている為、

保育所等との交流の機会は設定していませ

んが、社会資源の活用で地域の方との交流

を心掛けています。 

・先々交流の機会があればと思います。 

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

に参加しているか 

21 2 

・杵藤地区で開催される子ども支援部会に出

席しています。 

 

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

か 

23 0 

・送迎時など、直接お会いできる保護者様と

はお子様の状況（できるようになったこと）

や課題についてお伝えするよう心掛けていま

す。 

・保護者様とお話ししたことを支援に活かし

ています。 

・保育所等への送迎などで、直接お会いで

きない保護者様との情報共有が十分できて

いるとは言えない状況です。連絡帳等を活

用し、情報共有に心掛けます。 

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か 

6 17 

・他の機関が実施している研修会のご案内は

しております。 

・次年度、県が主催するペアレント・プロ

グラム研修を受講し、センター内でも保護

者様の支援が充実出来る様取り組んでいき

ます。 

 

 

 

 

 

保

護

者

へ

の

説

明

等 

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か 
21 2 

・利用開始時に重要事項説明書に基づき説明

を行っております。 

・自分が分からないことが多いため、勉強

不足だと感じています。 

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

を得ているか 

23 0 

・児童発達支援計画については、支援内容の

説明を行い、保護者様より同意を得ています。 

 

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応じ、必要な助

言と支援を行っているか 

22 1 

・送迎時にお会いした時や面談等で、保護者

様からの子育ての悩み等に対して相談に応じ

るよう心掛けています。 

・個人面談は、年１回しか設定していない

ので、日頃相談できる体制を作っています。 

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か 

11 12 

・療育参観や就学に関するお話会などで、保

護者様同士が顔見知りになる機会を設定して

います。 

・父母の会や保護者会はありません。療育

参観の時には、保護者様同士が話し合う機

会を設定し、保護様同士の連携の充実を図

れるよう配慮します。 

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か 

22 1 

・ご本人様や保護者様からの相談等に対して

は、迅速かつ適切に対応するよう心掛けてい

ます。  

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

るか 

22 1 

・毎月、センター便りに写真をつけ、活動の

様子を掲載しご報告しています。行事予定も

その中でお知らせしています。 
 

38  
個人情報の取扱いに十分注意して

いるか 
22 1 

・誓約書などを作成し、個人情報の取扱いに

ついては全職員へ周知徹底しています。 

・個々の職員が意識を高めるよう努めます。 

・家族へお渡しする写真やアルバムに、他

児が写っていないほうが良いのではないか

と思います。 



39  

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

慮をしているか 

22 1 

・お子様や保護者様と信頼関係を築き、意思

疎通ができるよう心掛けています。 

 

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

っているか 

11 12 

・通所されているお子様の個人情報等もあり、

地域住民の方を招待するような機会は設けて

いません。ボランティアの方の受入は実施し、

交流しています。 

・ボランティアの方のお話会などを開いて

います。 

非

常

時

等

の

対

応 

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

ているか 

22 1 

・各マニュアルは整備し、訓練を実施してい

ます。 

・各マニュアルは整備していますが、保護

者様への説明・周知はとくにしていません。

防犯マニュアルについては、防犯上の問題

により外部への公表は控えさせていただき

ます。 

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

ているか 

22 1 

・火災避難訓練は年２回、不審者対応訓練は

年１回、災害時対応訓練は年１回実施してい

ます。 

・救出の訓練は実施できていないため、今

後検討します。 

43  

事前に、服薬や予防接種、てんかん

発作等の子どもの状況を確認して

いるか 

23 0 

・利用契約時に、お子様の健康状態について

確認しています。医療的ケアが必要なお子様

については、看護師も聞き取りに同席してい

ます。 

・保護者様が書かれたアセスメント表を見て、

確認するようにしています。 

・予防接種の確認はできていません。 

 

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

されているか 

19 4 

・保護者様より聞き取りを行い、栄養士管理

の下、食物アレルギーへの対応をしています。 

クッキングの時は事前にアレルギーの確認を

しています。 

・医師の指示書に基づく対応が必ずされて

いるとは言えません。心配なこと、確認し

たいことがあれば、すぐに保護者様に連絡

して対応しています。 

・厨房とダブルチェックを行うなど、改善

を図っています。 

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か 
23 0 

・ヒヤリハット報告書へ記載し、職員で共有

しています。 

・ヒヤリハットの事例があった時には、記録

してします。 

 

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

いるか 

23 0 

・全職員を対象とした法人全体で年２回の虐

待防止研修を実施しています。また、外部研

修にも積極的に参加しています。 

・倫理・虐待防止対策委員会を年４回実施し、

職員には毎月日常支援の振り返りをしてもら

い、意識向上を図っています。 

 

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か 

23 0 

・突発的な飛び出しなど危険な行動があるお

子様の計画には、手をつなぐなどの制止をし

ますとの文言を計画書に入れ、保護者様へ説

明し了解を得ています。 

 

 


