
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 　よしのがわ（放）

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 ✓

場面状況によってはスペースが手狭と感じること
もあるため、工夫していきたい。

2 職員の配置数は適切であるか ✓
配置数は適切だが、状況によっては少なく感じる時が
ある。指導員同士で声かけをし、スムーズに各部屋に
配置できるようにしたい。

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 ✓

ミーティングで話し
合いができるように
している。

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

✓

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 ✓

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 ✓

個々の特性に応じたアセスメントツールを使用で
きるよう指導員で検討していきたい。

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 ✓

立案後、指導員で細か
く検討するようにして
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 ✓

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 ✓

個々に応じた細やかな設定がよりできるようにし
ていきたい。

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 ✓

集団活動に参加しにくい利用児もいるため、無理
のない範囲で組み合わせを考えたい。

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

✓
毎日ミーティングを
実施している。

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

✓
急を要する件は、終了
後に情報共有をしてい
る。

次の日のミーティングで行なっている。

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 ✓

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 ✓

こども部会などに参
加し、連携を図って
いる。

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

✓

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 ✓

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 ✓

必要に応じて面談日
を設けている。

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

✓
迅速に対応し、管理
者に報告している。

苦情について、指導員本人への周知が難しい。

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

✓

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 ✓
年度の始めに一年間の
計画を立てている。

今年度は、コロナウイルス感染予防のため、実施
ができなかった。

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

✓

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 ✓

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

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　72名　回収数　44部　　　割合　　　61.1％　　　　　教室名： きりん教室  よしのがわ（放）

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 98% 2% 0%

室内でも運動できるスペースも
あり、外でも遊べるのでよいと
思う。

引き続き、利用児のニーズに合わせた
活動をしていきたいと思います。

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 100% 0% 0%

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

93% 7% 0%
子どもの課題について、アドバ
イスが欲しいと思うことがあ
る。

随時、相談をお受けしていますので、
お気軽にお声かけください。

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%

どうして子どもがそのような行動をと
ったのかわからない時に、専門的な立
場から子どもの気持ちなどを教えても
らい、とてもわかりやすく親として子
どもの対応がしやすくなり、本当に助
かっている。
教室での様子を毎回教えてくださるの
で、子どもの状況がよく分かってあり
がたい。助言もしていただいている。

引き続き、継続していきたいと思いま
す。
送迎時にお話が十分にできない時は、
随時面談をお受けしていますので、お
気軽にお声かけください。

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%

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 98% 2% 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

95% 5% 0% 今年度は、コロナ禍のため、行事
が少なく残念だった。

今年度は、感染症拡大により、地域交流が
難しかったです。
次年度は、感染症拡大の状況をみながら、
実施を検討していきたいと思っています。

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

100% 0% 0%

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

100% 0% 0%

満足度

14 子どもは通所を楽しみにしているか 93% 7% 0%

きりん教室に行く曜日だけ覚えるくらい楽しみにしている。
中学生になった当初は気持ちが停滞気味でしたが、今は残りの
通所期間を楽しもうとしている。
子どもにとって楽しい場所であるということが1番だと思って
いますが、問題となる部分も明確になると思うので、積極的に
教えてほしい。
子どもにとって、気分転換になっている。

引き続き、利用児にとって居心地の良
い場所であるように、心がけていきま
す。
利用児のご様子で気付いたことは、お
伝えしていきます。

15 事業所の支援に満足しているか 98% 2% 0%
親の話も聞いてくれ、子どものことも
わかってくれるので、安心できる。
送迎があるとありがたい。

今後も、みなさまに安心して来所していただけるような事業所運
営を心がけていきます。
送迎サービスについては、現在のところ実施は難しいですが、引
き続き検討いたします。

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。


