
令和2年度
児童発達支援・放課後等デイサービス自己評価表(事業者職員向け)　きりん教室用　集計結果
公表：令和3年４月１日 教室名：きりん教室 あいずみ

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ 工夫している点 課題や改善点などを踏まえた

改善内容または改善目標

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

✓

・お子様の必要な活動に
合わせ、1階と2階の利用
時間を分けるなどしてい
ます。

2 職員の配置数は適切であるか ✓

業務改善

3 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

✓

事業所内で会議を行い、
振り返り等情報共有を行
っています。

4
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
善につなげているか

✓

アンケートを行
い、業務改善に努
めている。

5 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か

✓
引き続き、保護者様へ情報を発信し、業務の向上
に繋げます。

6 職員の資質向上を行うために、研修の機会を確保し
ているか

✓

適切な支援の提供

7
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、個別支援計画を
作成しているか

✓

8 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

✓

9 活動プログラムの立案を、一人ではなくチームで行
っているか

✓
活動は複数の職員
で考え、実行して
いる。

10 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか ✓
お子様の年齢や特性に合わせて遊びの展開ができ
るよう工夫します。

11 平日、休日、長期休暇に応じて課題を決め、細やか
に設定して支援しているか

✓

12 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜
組み合わせて個別支援計画を作成しているか

✓

13
支援開始前には職員間で必ず打ち合せをし、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

✓

14
支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、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

✓

15 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か

✓

活動後、すぐに記録を
とり、検証や改善につ
なげている。

16 定期的にモニタリングを行い、個別支援計画の見直
しの必要性を判断しているか

✓

17 ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて
支援を行っているか

✓

関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携

18
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て最もふさわしい者が参画し
ているか

✓

19
必要に応じ園や学校との情報共有・連絡調整を適切
に行っているか（保育所等訪問支援・関係機関連携
支援、送迎など）

✓

20
児童発達支援から放課後等デイサービスに移行する
際、必要に応じ事業所間で相互に情報共有・理解に
努めているか

✓

21 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か

✓

23 地域自立支援協議会等へ積極的に参加しているか ✓

24
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

✓
日頃から、活動の間の時間などを使いながら
保護者様と連携を深め、情報共有を行いま
す。

25 保護者に対して、保護者の対応力の向上を図る観点
から必要な相談・助言等の支援を行っているか

✓
丁寧で適切な、助
言・説明を心がけ
ています。

保護者への説明責任等

26 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か

✓

27

＜児発＞児童発達支援計画（個別支援計画）では、
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
※表面にガイドライン項目の欄を、裏面に説明用のチェックリス
トを設けています

✓

28 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か

✓
丁寧で適切な、助
言・説明を心がけ
ています。

29
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か

✓

苦情に関わらず、ご意見をいただいた際は、
保護者様やお子様に真摯に向き合うよう、心
がけます。

30
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

✓
三か月に一回程度おたよ
りを作成し、保護者へ配
布しています。

31 個人情報に十分注意しているか ✓

32 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か

✓

33 事業所の行事の中に地域交流が含まれているか ✓

非常時等の対応

34
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
るか

✓
掲示板にて掲示し
ています。

よりわかりやすく、手に取りやすい場所にマ
ニュアルを置き、誰もが周知できるように努
めます。

35 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

✓

36 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

✓

37 食物アレルギーのある子どもについて、保護者の情
報に基づく対応がされているか

✓

38 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

✓
ヒヤリハット報告書を
作成し、共有に努めて
いる。

ヒヤリハットの事例を確認し、今後の活動の
中で意識して注意をします。

職員に事業所の自己評価表を実施し、多かった回答に印をつけています。



令和2年度

児童発達支援評価表(保護者等向け) きりん教室（児童発達支援事業所）用　集計結果
公表：令和3年４月１日　保護者数　　50名　回収数　　　　　48部　　　割合　　　96％） 教室名：きりん教室 あいずみ

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見 ご意見を踏まえた対応

環境・体制整備

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 85% 13% 2%

・もう少し広かったらいいのにと思う。・少し狭
い。
・もっと広いスペースで動けるといいと思う。
  ほかのお子さんとぶつかりそうで怖い。
・少人数なので十分だと思う

・細かく遊具や玩具の片づけを行い、遊びのスペースを
確保します。
・お子様の必要な活動に合わせ、1階と2階の利用時間を
分ける等工夫していきます。

2 職員の配置人数や専門性は適切であるか
※基準以上の配置を行っています

100% 0% 0%
・たくさんスタッフがいて安心する。
・知識が豊富でいつも助かっている。
・基準が何人かわからないが人数・専門性は十分だ
と思う。

今後も知識や専門性を高め、適切な配
置人数で運営します。

適切な支援の提供

3
子どもと保護者の目標や課題が客観的に分析
された上で、個別支援計画（児童発達支援計
画）が作成されているか

98% 2% 0% 適切に聞き出してくれる。
今後も、保護者様やお子様の思いに寄
り添い、適切に分析したうえで個別支
援計画を立てます。

4 活動内容が固定化しないよう工夫されている
か 98% 2% 0%

・体を使って楽しむ遊びがあり子供も喜んでいる。
・毎回子供が喜ぶことを用意してくれている。
・色々なものを自分にはない発想で使用してくれるのでとても勉強に
なる。
・年齢やその時の子供の状態に合わせて工夫してくれている。

お子様の年齢や特性に合わせて遊びの
展開ができるよう工夫します。

保護者への説明等

5
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
※説明と重要事項説明書への記載を行っています

100% 0% 0%

6

個別支援計画（児童発達支援計画）にガイド
ライン項目や支援内容が記載され、説明がな
されているか
※表面にガイドライン項目の欄を、裏面に説明用のチェッ
クリストを設けています

100% 0% 0%
一つ一つ丁寧に説明しても
らった。

今後も、丁寧に分かりやすく説明を行
い、保護者様が安心して利用できるよ
う心がけます。

7
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

96% 4% 0% 細かに伝えていただきあり
がたい。

日頃から保護者様と連携を深め、情
報共有していきます。

8 保護者に対し、必要に応じて相談・助言、教
室での活動の説明等の支援が行われているか 96% 4% 0%

・いつも適切なタイミングで声掛けしてくれる。
・悩んだ時にはいつも話を聞いてアドバイスをくれ
てありがたい。
・もう少し相談する機会があるといいと思う。

特定の職員や特定の保護者様・お子様
に偏りなく、丁寧で適切な説明や助言
を行います。

9

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
※重要事項説明書に記載し説明を行っています

90% 10% 0%

・苦情が発生したことがないた
め、その対応が分からない。
・思い当たる節がない。
・そういう状況になったことが
ない。

苦情にかかわらず、ご意見を頂いた際
は、保護者様やお子様に真摯に向き合
い、職員一同がよりよい対応ができる
よう心がけます。

10 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 98% 2% 0%

11

定期的に、教室だより等で活動概要や行事予
定の情報を、ホームページで自己評価の結果
を子どもや保護者に対して発信しているか
※きりんだよりの発行、ホームページに自己評価の掲載を
行っています

96% 4% 0%
きりんだよりの発行を楽し
みにしている。

引き続き、保護者様やお子様へ、きり
んだよりなどでわかりやすく情報を発
信します。

12 個人情報に十分注意しているか 100% 0% 0% きりんだよりの写真には顔を個人が分
からないように隠されていた。

今後も、個人情報を適切に取り扱い、
より良い支援を心がけます。

非常時等の対応

13

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
※掲示板に提示しています

94% 6% 0%
わかりやすく手に取りやすい場所にマ
ニュアルを置き、誰もが周知できるよ
う工夫します

14

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・教育が行われ、実施
状況が周知されているか
※教室として年に２～３回実施し、掲示板やきりんだより
に載せています

88% 12% 0%

きりんだよりでは見たことはある
が、実際に曜日に当たったことは
ない。
しかし、知っている地域なので確
認している。

・なるべく、お子様に偏りなく、定期
的に訓練・教育を行います。
・避難経路等、保護者様へ周知してい
ただけるよう、教室の壁に貼り出しま
す。

満足度
15 子どもは通所を楽しみにしているか 98% 2% 0%

・とても楽しみに通所している。
・いつも「きりんさん！」と嬉しそうにす
る。

今後も安心して楽しく過ごすことができる
よう、職員一同支援の向上に努めます。

16 事業所の支援に満足しているか 100% 0% 0%
・園への訪問も丁寧にしてくれる
・大変満足している。

・新型コロナウイルスの流行傾向をうかがいながら円へ
の訪問を適切に行います。
・今後も、支援の向上に努めます。

保護者のみなさまに「児童発達支援評価表(保護者等向け)きりん教室（児童発達支援事業所）用」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。保護
者のみなさま事業所評価へのご協力ありがとうございました。



令和2年度

放課後等デイサービス評価表(保護者等向け) きりん教室用　集計結果
公表：令和3年４月１日　保護者数　　20名　回収数　　　16部　　　割合　80％ 教室名：きりん教室 あいずみ

チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ ご意見 ご意見を踏まえた対応

環境・体制整備

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 62% 38% 0%

・子供が三人寄ると少し狭いと感じることがある。
・人数当たりの子供のスペースは確保されているが、個々に違
うことをしているため危険なことがある。
・大きくなるにつれ手狭に感じることが増えた。

・細かく遊具や玩具の片づけを行い、遊びのスペースを
確保します。
・お子様の必要な活動に合わせ、1階と2階の利用時間を
分ける等工夫していきます。

2 職員の配置人数や専門性は適切であるか
※基準以上の配置を行っています

100% 0% 0%

適切な支援の提供

3
子どもと保護者の目標や課題が客観的に分析
された上で、個別支援計画（放課後等デイサ
ービス支援計画）が作成されているか

100% 0% 0%

4 活動内容が固定化しないよう工夫されている
か 94% 6% ％

・子供がやりたいことをさ
せてくれるので、同じこと
が続くこともある。

お子様の年齢や特性に合わせて遊びの
展開ができるよう工夫します。

保護者への説明等

5
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
※説明と重要事項説明書への記載を行っています

100% 0% 0%

6
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

100% 0% 0%

7 保護者に対し、必要に応じて相談・助言、教
室での活動の説明等の支援が行われているか 100% 0% 0%

相談すると丁寧に説明、助
言してくれる。

引き続き、保護者様やお子様に寄り添
った、丁寧で適切な説明や助言をしま
す。

8

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
※重要事項説明書に記載し説明を行っています

100% 0% 0%
基本的に特に苦情もなく、
いつも子供にも良い対応を
してくれる。

苦情にかかわらず、ご意見を頂いた際
は、保護者様やお子様に真摯に向き合
い、職員一同がよりよい対応ができる
よう心がけます。

9 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 100% 0% 0%

10

定期的に、教室だより等で活動概要や行事予
定の情報を、ホームページで自己評価の結果
を子どもや保護者に対して発信しているか
※きりんだよりの発行、ホームページに自己評価の掲載を
行っています

100% 0% 0%

11 個人情報に十分注意しているか 100% 0% 0%

非常時等の対応

12

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
※掲示板に提示しています

94% 6% 0%
よく目につく場所に貼って
くれているのでよく分か
る。

わかりやすく手に取りやすい場所にマ
ニュアルを置き、誰もが周知できるよ
う工夫します

13

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・教育が行われ、実施
状況が周知されているか
※教室として年に２～３回実施し、掲示板やきりんだより
に載せています

75% 25% 0%

満足度

14 子どもは通所を楽しみにしているか 100% 0% 0%
・行く週は楽しみにしてい
る（「行ったら○○する」
など言っている）。

今後もより良いサービスを提供でき
るよう、支援の向上を目指します。

15 事業所の支援に満足しているか 100% 0% 0%
・とても満足している
通所した年数分楽しく過ご
せた。

保護者様やお子様が笑顔になれる事
業所になるよう、職員一同支援の向
上に努めます。

保護者のみなさまに「放課後等デイサービス評価表(保護者等向け)きりん教室用」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。保護者のみなさま事
業所評価へのご協力ありがとうございました。


