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
公表日： 2022 年 2 月 28 日
区分

チェック項目

保護者の評価

主たる対象が重症児の為、ひとり６平米以上儲
け、児童が過ごしやすい工夫をしています。

「はい」が54％、「どちらともいえない」が
18％、「わからない」が18％、無回答が9％

2 職員の適切な配置

教員免許所持者、保育士、児童指導員、社会福
祉士、看護師、理学療法士の専門職配置を行い
重症心身障害児ケアの支援体制をしています。

「はい」が81％、「どちらともいえない」「わか 児童の成長に応じた専門職職員配置を実施し、
質の高い自立支援を目標としています。
らない」が9％

3

本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、 子どもが安全に安心して過ごせるようバリアフ
リー化しており、個々の子どもの態様に応じた遊
情報伝達等に配慮した環境など障害の特 具や設備を設けています。特に医療ケア児の設
性に応じた設備整備
備は充実してます。

「はい」が90％、「どちらともいえない」が10％

室内のレイアウトや装飾を季節ごとに行い、個々
4 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に の子どもの発達に応じた生活空間の工夫をして 「はい」が90％、「わからない」が10％

合わせた生活空間の確保

います。

業務改善を進めるためのPDCAサイクル

目標設定、振り返りを行いながら利用者に最善の

参画

業務改善会議を実施しています。

2

第三者からの外部評価を11月に受講していま
第三者による外部評価を活用した業務改善 す。また、月単位での内部監査を実施し、運営規
程、業務内容、環境整備の他者評価を実施して
の実施
います。

3 職員の資質の向上を行うための研修機会
の確保

適
切
な
支
援
の
提
供

継続した第三者による外部評価を定期的に受
け、事業運営の一層の改善を目標としていきま
す。今年度は第三者機能評価を受審し講評をい
ただきました。

兵庫県、姫路市をはじめ、全国重症心身障害児通所
学会へ参加し積極的に研修機会を持っています。年間
教育プログラムにて計画的に研修会の機会を確保して
いますが、現在ではオンライン研修に切り替えていま
す。

外部研修（オンライン）にて幅広い研修を目標とし
ています。

1

個々のニーズや課題を整理し、支援の目標と内
容、留意事項について検討し、必要時、検討会や
担当者会議にて確認し、個別支援計画を作成す
ることを目標としています。

2

子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団 アセスメントに基づいた発達段階に応じた課題設 「はい」が90％、「どちらともいえない」が
定をし、重症心身障害児は生命の維持や安心、
活動を適宜組み合わせた児童発達支援又 安全な暮らしの保障を優先しながら、個別、集団 10％
は放課後等デイサービス計画の作成
の活動を組み合わせています。

子どもの意見やニーズを非言語コミュニケーションにお
いても察知し、保護者、支援学校との整合性や、医
師、相談事業所と連携し支援計画書作成することを目
指しています。多様な行事を開催して子どもの最大の
力・コミュニケーション能力を引き上げています。

児童発達支援計画又は放課後等デイサー 発達支援、家族支援、地域支援の3領域を網羅してお

事業所理念と全体の中での個別支援計画を作成
し、全体活動での一般的配慮、全体活動での個
別配慮を目標とします。

3 ビス計画における子どもの支援に必要な項

り、個々の生活ニーズ、発達ニーズ、保護者ニーズを
勘案した個別、集団での支援内容をタイムテーブル化
し具体的に明分化しています。

放課後等デイサービス計画に沿って子どもたちの
4 児童発達支援計画又は放課後等デイサー 発達段階、生活状況、課題に細やかに配慮しな 「はい」が90％、「どちらともいえない」が

ビス計画に沿った適切な支援の実施

5 チーム全体での活動プログラムの立案

がら支援を実施しています。

10％

活動プログラムは専門職支援を利用時間に合わせ
て、子どもの成長発達支援を行えるよう、相談支援事
業所や学校、保護者からの情報を得て、再アセスメン
トして活動プログラムを立案しています。全ての活動支
援方法は6か月に1回の保護者会より反映し立案して
います。

2は、「はい」が72％、「どちらともいえない」
6 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか かな支援を行っています。コロナ緊急事態宣期間
や学校休日に対しても嘱託医の指示を受けなが が18％、「わからない」が9％
な支援
ら閉所することなく支援しています。

7 活動プログラムが固定化しないような工夫
の実施

8 支援開始前における職員間でその日の支

活動プログラムの詳細を毎月保護者に伝えて、
子どもの状況や成長に合わせて、組み替えられ
る工夫をしている。6か月毎の保護者会において
も活動希望を聞いています。
毎週末に専門職や主治医、相談支援事業所（照
会となる場合もある）にてケースカンファレンスや
支援計画検討会を開催して、支援内容の確認や

支援開始前における職員間での役割分担、支援
内容の徹底を目標としています。業務改善会（月
1回）にて支援内容や役割分担についての適正検
討、詳細検討を徹底しています。

は、前日に保護者に確認して適切な支援ができ
るよう毎回実施しています。

支援終了後における職員間でその日行わ

支援終了後は職員間で必ず振り返りを行い、情

PDCAサイクルを基本として振り返りをしていま
す。

9 れた支援の振り返りと気付いた点などの情 報共有して、次回支援への有意義な活用に文章
報の共有化

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

コロナ禍における感染防止に重きを置きながら、
個々の目的に応じて、活動プログラムが立案さ
れ、有効に実践されることを目標としています。

行事毎にアンケートを取り、児童・職員の一体化
した活動プログラムを常に企画することを目標と
しています。

援内容や役割分担についての確認の徹底 徹底を確認しています。また、支援内容について

（
続
き

支援にあたっては個別の状況を踏まえて集団や
個別の場面適切に提供できるように実施すること
を目標としています。

子どもの発達課題に対して有効支援が有効であ
るか否か、カンファレンス支援計画担当者会議に
て決定することを目標としています。

平日、休日、長期休暇の別等に応じて、きめ細や

）

更に、子どもが生活する空間について、学校休業日に
昼食が取れる空間、遊びができる空間、体調がすぐれ
ない時に休息できる静養空間や更衣のできる空間を
それぞれ確保しています。

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者 事前の利用相談時や契約後も詳細に実施していま
のニーズや課題を客観的に分析した上での す。アセスメントは子どもに関すること、家族に関する
児童発達支援計画又は放課後等デイサー こと、地域に関すること、学校や相談支援事業所と連
携した情報を分析して作成しています。
ビス計画の作成

目の設定及び具体的な支援内容の記載

適
切
な
支
援
の
提
供
t

個々子どもの障害に応じ、成長、発達を最大に支
援できるように環境整備充実を目標としていま
す。

適切な事業所管理や事業運営方針を職員に明示
しながら、PDCAサイクルによる業務改善への積
極的な参画をを目標とします。

1 （目標設定と振り返り）への職員の積極的な 利益をもたらすよう質の高いサービス提供意識を
常に持ち、毎週のケースカンファレンスや月定例
業
務
改
善

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容
十分なスペースは確保できているので、座位保持
機や機能訓練用品の設置等についても、現状の
スペースを維持していきます。

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

環
境
・
体
制
整
備

事業所名：放課後等デイサービスはるみ辻井

現状評価（実施状況・工夫点等）

化して示しています。

日々支援はその場で記録し、必要に応じて写真
を撮り保護者に帰宅時交付し支援内容の検証を
しています。

日々支援は保護者や子どもの意向、状況を踏ま
え、子どもの最善の利益を保障する支援内容の
検証や改善を目標としています。

６か月毎は定期、さらに必要に応じて状態の変化

定期的なモニタリングの実施及び児童発達 時にモニタリングし評価、再アセスメントして支援

11 支援計画又は放課後等デイサービス計画
の見直し

子どもの状況に精通した最もふさわしい者
担当者会議へり参画

障害児相談支援事業所のサービス担当者会議へ
積極的に参画していますが、コロナ禍において通
信のやり取りとなる場合もあります。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身

利用開始にあたっては、相談支援事業所や学

1 による障害児相談支援事業所のサービス

PDCAサイクルにて定期的なモニタリングや必要
時の計画見直しが適切に行えているか確認する
ことのシステム化を目標としていきます。

計画書を見直しています。
また、保護者会やアンケートから混在する意見を
知り、アセスメント指標としています。

あらゆる状況下においても相談支援事業からだ
けではなく、放課後等デイサービスからも担当者
会議開催を提言できることを目標としています。

相談支援事業所、主治医、施設嘱託医や支援学
校保護者との連携支援の適切化を目標としてい
ます。

2 障害のある子ども等を支援している場合） 校、医療機関や専門機関、児童発達支援事業所
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育 との連携を取り保護者要望や子どもの状態に適
等の関係機関と連携した支援の実施

した支援を提供しています。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身

児の事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合

特に緊急事態宣言下においては主治医、医療機
関、保護者、学校との連携を密にして、より安全を
最優先しています。

3 障害のある子ども等を支援している場合） に備え、嘱託医を定めています。また、各児童の
主治医と医療ケア児・者指示書にて連携をとって
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡
体制の整備

関
係
機
関
と
の
連
携

児童発達支援事業所からの円滑な移行支

4 援のため、保育所や認定こども園、幼稚

います。

児童発達支援事業所からの円滑な移行支援がで
きるように、支援学校や保育所、各事業所、保護

児童発達支援事業所からの円滑な移行支援のた
めの情報共有を目標としています。

園、小学校、特別支援学校（小学部）等との 者から必要な情報を共有しています。
間での支援内容等の十分な情報共有

放課後等デイサービスからの円滑な移行支 放課後等デイサービスからの円滑な移行支援の

放課後等デイサービスからの円滑な移行支援の
ため学校卒業までに障害福祉サービス事業所等
に十分な情報提供をしています。

5 援のため、学校を卒業後、障害福祉サービ ため学校卒業までに障害福祉サービス事業所等
ス事業所等に対するそれまでの支援内容 に十分な情報をサマリー化して提供するよにして
等についての十分な情報提供、

います。

児童発達支援センターや発達障害者支援

児童発達支援センターや発達障害者支援セン
ターの研修には参加し、後日伝達研修を行い、研

での研修の受講の促進

障害児連絡協議会の研修に参加して重症児支援
の知識や技術等質向上に努めています。

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
は積極的に参加することを目標としています。

6 センター等の専門機関と連携や、専門機関 修内容を共有化に努めています。全国重症心身
児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 主たる対象が重症心身障害児、医ケア児であり

主たる対象が重症心身障害児であるが、児童ク

7 サービスの場合の放課後児童クラブや児童 支援学校との連携はありますが、児童クラブや児 「はい」が10％、「どちらともいえない」が
ラブや児童館との交流、障害のない子どもと活動
27％、「わからない」が45％、無回答が18％ することを目標としています。
童館との交流はできていません。
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

8 事業所の行事への地域住民の招待など地 地域住民と事業所が触れ合えるよう月間行事の
回答無し
案内を毎月しています。
域に開かれた事業の運営

1 支援の内容、利用者負担等についての丁
寧iな説明

提供している支援や活動の内容、職員配置の状
況、現在通所中の子どもの状況や開所時間や日
数等を資料等を用いて説明し、利用者負担額に
ついても説明しています。

児童発達支援計画又は放課後等デイサー 放課後等デイサービス計画の内容については、

2 ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧な 作成時、変更時に、子どもと保護者に対して丁寧
説明

に説明を行い、同意を得て実践しています。

「はい」が90％、「どちらともいえない」が
10％

別に実施していますが、ペアレント・トレーニング
に対しては必要時行っています。

27％、「いいえ」が9％、「わからない」が
18％

地域住民と事業所が触れ合えるよう月間行事の
案内を毎月しています。

連絡ノート等を通じて、医療ケア情報や保護者が
子どもの発達の状況や課題について、日頃 気になることなど、情報を共有する等日頃から子
どもの状況や課題について共通理解を持つよう
から保護者との共通理解の徹底
に努めています。

「はい」が63％、「どちらともいえない」が
36％

保護者との共通理解徹底を目標として、子どもの
発達や障害、疾患について保護者と連携していま
す。

3 護者に対するペアレント･トレーニング等の
支援の実施

4

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

保護者との信頼関係を築きながら、保護者の困
惑や将来の不安を受けとめ、専門的な助言を行う
よう努めています。

「はい」が63％、「どちらともいえない」「い 保護者との定期的な面談や訪問相談、事業所内
相談を利用して適切な助言を実施しています。
いえ」が18％

「はい」が81％、「どちらともいえない」「い 保護者同士の連携支援が構築できるように支援
6 父母の会の活動の支援や、保護者会の開 保護者会を定期的に行うようにし、保護者も気軽
に参加できる行事を開催しています。
することを目標としています。
催による保護者同士の連携支援
いえ」が9％
子どもや保護者からの苦情に対する対応

こどもや保護者からの苦情について、敏速かつ適
切にマニュアルに沿って、書面にて受付け、必要
な措置を講じています。

「はい」が81％、「わからない」「いいえ」
が9％

職員の目をきにしないで受け付けられる苦情受
付箱の設置を実行しているほか、外部苦情受付
窓口も設置し周知しています。

障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、
子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のた
めの配慮に努めています。医ケア児の備品を充
実させています。

「はい」が90％、「どちらともいえない」が
10％

意思疎通や情報伝達が非言語コミュニケーション
で伝達できるようPSP導入を目標としています。

月1回広報誌を発行し、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発信しています。ま
た、保護者会では事業所のヒヤリハット・事故報告・人
事異動・PT・NSからの総評を公開しています。

「はい」が100％

定期広報誌発行の継続、情報誌の充実をしま
す。保護者との透明な事業所を目標としていま
す。

管理者や従業者が、業務上知り得た秘密を漏ら
すことがないよう、必要な措置を講じています。関
係機関に情報を提供する際は、保護者の同意を
得ています。

「はい」が90％、「いいえ」が10％

従業者に対して、秘密保持等を徹底して入社時、
退職時書面にて締結しています。

「はい」が63％、「どちらともいえない」が
27％、「いいえ」が9％

社会情勢にも対応し、必要マニュアルの職員へ
の徹底化、保護者への周知を目標としています。

事業所内にソーシャルディスタンスを踏まえた災 「はい」が45％、「どちらともいえない」が
2 非常災害の発生に備えた、定期的に避難、 害時、火災時の役割、避難経路、通報順路を掲 27％、「いいえ」が9％、「わからない」が
救出その他必要な訓練の実施
示しています。
18％

半年に一度火災、災害避難訓練を行うこととし、
毎月防火用品点検をする。また、障害や疾患に応
じた、災害時対応を理解する。医ケア児について
は主治医、保護者との綿密な対応策を事前に講
じ非常時に備えることを目標としています。

7 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

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

定期的な会報等の発行、活動概要や行事

9 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

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、

今回は感染防止マニュアル・新型コロナウイルス
について徹底したマニュアルを作成し、保護者に

護者への周知徹底

それぞれの対応マニュアルを常備しており、年間
を通してマニュアル研修しています。

1 感染症対応マニュアルの策定と、職員や保 も通信文を都度（厚労省発令）交付しています。

非
常
時
等
の
対
応

放課後等デイサービス提供にあたり、個々の障害
や発達、疾患を踏まえた適切な支援内容等を丁
寧にわかりやすく説明することを目標としていま
す。

「はい」が81％、「どちらともいえない」「い 放課後等デイサービス計画は個々子どものニー
ズや適切な支援の内容を分かりやすく丁寧に説
いえ」が9％
明することを目標としています。

保護者の対応力の向上を図る観点から、保 保護者会や個人懇談を利用して適切な支援を個 「はい」が45％、「どちらともいえない」が

保
護
者
へ
の
説
明
責
・
連
携
支
援

コロナ禍においても地域の中で子どもたちが成長
できる環境を目標としています。

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

年間教育研修に基づき虐待防止の取り組みをお
こなっています。障害者福祉施設等ににおける障
害者虐待の防止と対応の手引きを必読していま
す。

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

4 分に説明・・了解を得た上での児童発達支 身体拘束廃止宣言をして、実行しています。
援計画又は放課後等デイサービス計画へ
の記載

5 食物アレルギーのある子どもに対する医師 保護者の意見や医師の指示書に基づき、除去食
や制限食対応するなどの対応を厳守しています。
の指示書に基づく適切な対応

ヒヤリハットは事業所指定用紙に記載して安全管
6 ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で 理委員会に提出し事故に至る可能性、今後の安

の共有の徹底

全な改善点について共有しています。

都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関す
る研修を受講し、伝達研修することを目標として
います。

身体拘束に関するマニュアルに沿って、身体拘束
いがいの代替性がないか慎重に検討し組織で
もって決定することとします。また、移動時の安全
ベルト等については、支援計画書に記載して利用
者の承諾、同意を得ています。

子どもの健康状態と、保護者、医療機関との連携
を行い、食物アレルギーに対して適切な対応をす
ることを目標としています。

ヒヤリハットからの学びを、ヒヤリハット事例集に
より安全認識を高めることを目標としています。

