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 1日
区分

チェック項目

事業所名：どんぐりひろば
現状評価（実施状況・工夫点等）

・設備基準は満たしているが活動スペースと
してはやや狭い。
利用定員に応じた指導訓練室等スペースの
・広いスペースの必要な場合は、隣接するど
1 十分な確保
んぐりの里や法人内の施設で活動を行って
いる

2 職員の適切な配置
環
境
・
体
制
整
備

・指定基準を満たしており、加配職員の配置
もしている。
・活動内容や利用児の様子に応じて更に職
員を配置している。

・部屋には段差もなく、玄関にはスロープも
本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、 設置し、全面バリアフリーになっている。
3 情報伝達等に配慮した環境など障害の特 ・手洗いをする際に水道の蛇口に手が届か
ない利用児に対しては、踏み台を使用し、手
性に応じた設備整備
が届くようにしている。

保護者の評価
はい42％
どちらともいえない48％
いいえ6％
わからない3％
・活動によっては狭いように感じる。
・活動内容によって配慮していただいてい
る。
・カームルールがあるとよいと思う。
はい97％
わからない3％
・活動によって出来なかったことができるよう
になった。

はい79％
わからない3％

・絵カードや視覚支援での予定の掲示をお
願いしたい。

・毎日の清掃及びコロナ対策として、用具や
おもちゃのアルコール消毒を毎回実施して
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に いる。
はい86％
4 合わせた生活空間の確保
・清潔な環境を心掛けている。子どもたちが わからない3％
安心して過ごせるよう、環境の安全面にも気
を付けている。
・朝のミーティング、職員会議を通して、諸注
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目
意事項や支援方法について意見交換を実
1 標設定と振り返り）への職員の積極的な参 施している。
画
業
務
改
善

第三者による外部評価を活用した業務改善

2 の実施

職員の資質の向上を行うための研修機会

3 の確保

どちらともいえない17％

どちらともいえない10％

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容
・法令を遵守したスペースを確保できている
が、指導訓練室に隣接した静養室の増築を
検討する。
・部屋のレイアウト等さらに工夫する。
・活動内容や利用児の様子に応じた職員配
置をしていくと共に、ボランティアの確保に努
める。

・唯一、非常口が段差になっている為、ス
ロープを設置し、避難経路をバリアフリーに
する。
・視覚支援によるサービス提供必要に応じ
て行う。

・コロナ感染症の感染予防の為に、窓を開
け、換気をする。それに伴い、冷暖房の設定
を適切に管理している。
・清掃点検表を設置し、継続して職場の環
境整備を整えている。
・業務改善に対する振り返り・意見交換をす
ると共に、日頃から職員間で相談しやすい
職場環境を心掛ける。
・人事考課制度の導入により、半年に１回振
り返りを行っている。

・第三者評価を受診している。

・再度、第三者評価の受診を検討する

・法人内研修又は外部研修など必要な研修
には参加し、研修報告を作成している。

・年度当初に、各職員が研修計画を立て、
積極的に研修に参加できるようにする。
・他施設への見学、研修も実施する。
・職務分掌に受講目標研修を明記する予定
である。

区分

適
切
な
支
援
の
提
供

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

保護者の評価

・初回は、アセスメントを丁寧に行い利用者
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
はい93％
のニーズ把握に努めている。
のニーズや課題を客観的に分析した上での
1 児童発達支援計画又は放課後等デイサー ・相談支援事業所からのサービス利用計画
書を基に個別支援計画作成会議を実施して
ビス計画の作成
いる。
子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団 ・個別支援計画の支援内容欄に「個別支援」
はい84％
2 活動を適宜組み合わせた児童発達支援又 「集団支援」の２つの観点から支援方法を記 いいえ3％
載している。
は放課後等デイサービス計画の作成

児童発達支援計画又は放課後等デイサー ・一人一人の利用児に必要な目標を設定

3 ビス計画における子どもの支援に必要な項 し、支援に必要な方法を個別支援計画に記
目の設定及び具体的な支援内容の記載

はい9６％

児童発達支援計画又は放課後等デイサー ・支援計画会議の実施とモニタリングでの会 はい97％
議を通して、支援方法の見直しをしている。

適
切
な

どちらともいえない6％
わからない6％

どちらともいえない４％

載している。

4 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

どちらともいえない7％

・季節行事であったり、利用児の興味関心
のある活動を考えながら、プログラム計画会
議で検討し合い、決定している。

・平日のプログラムは固定している。
月「図工」 火「ダンス」 水「音楽」 木「人形
劇」 金「運動」 と曜日ごとに継続活動をし
ているが、それぞれに新しい内容を取り入
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか れ、利用児が楽しんで活動に取り組めるよう
6 な支援
にしている。
※プログラムの意図としては、各曜日毎に
継続的に同じ活動を行い「繰り返し行う活動
により習得できること」を目指している。

どちらともいえない3％

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容
・見直しについては、アセスメント票の内容
を見直し、ニーズの掘り起こしを行う。
・アセスメントの記載内容について、保護者
から詳しく聞き取りも行う。
・今後も相談支援事業所、保護者と確認をし
ながら個別支援計画を作成する。
・姫路市障害福祉課から提案された個別支
援計画書の様式を基に、より当事業所に適
切な様式，内容へと改善する。
・より必要な支援や具体的な内容を検討し、
記載をする。

・今後も利用児や保護者のニーズを聞き取
り、必要な目標や支援を記載できるように努
める。
・マンネリ化にならないように、新しいことに
挑戦する気持ちを持ちプログラムを立案す
る。

・平日、休日、長期休暇に応じた、それぞれ
でなければ出来ない支援を行う。

（

区分
チェック項目
な
支
援
の
提 7 活動プログラムが固定化しないような工夫
の実施
供
t

・休日や長期休暇は、外出プログラムや季
節行事、工作、調理など様々なプログラムを
用意している。
はい93％
※プログラムの特徴としては、
①「社会性の習得」
②「生活に必要なスキルの習得」
③「余暇活動の充実を図る」
ことを目指している。

保護者の評価

どちらともいえない7％

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

・今後も保護者や利用児の意見を取り入れ
新しいプログラムを実施していく。
・プログラムに多様性を持たせ、利用児が楽
しめる工夫を行う。

）

続
き

現状評価（実施状況・工夫点等）

支援開始前における職員間でその日の支

・支援開始前にミーティングを行い、その日

8 援内容や役割分担についての確認の徹底 の支援内容や役割分担、連絡事項の確認

・継続して実施する。

を行っている。

支援終了後における職員間でその日行わ

・支援終了後の利用児の記録と振り返りを

9 れた支援の振り返りと気付いた点などの情 行い情報を共有し、必要に応じてはケース
報の共有化

日々の支援に関しての正確な記録の徹底
10 や、支援の検証・改善の継続実施

・継続して実施する。

検討会議へと繋げている。
・記録は支援終了直後に行い、客観的に文
章として残すようにしている。
・記録と同時に振り返りも行い、支援の方法
について協議している。

・半年に１回はモニタリング会議を実施して
定期的なモニタリングの実施及び児童発達 いる。モニタリング期間中に大きな変化が見
11 支援計画又は放課後等デイサービス計画 られた場合は相談支援事業所と担当者会
議を行い、個別支援計画の見直しを行って
の見直し
いる。
・担当者会議には、直接支援に関わってい
子どもの状況に精通した最もふさわしい者 る職員又は児童発達支援管理責任者が必
1 による障害児相談支援事業所のサービス ず出席している。
・必要な場合は、関係機関にも同席しても
担当者会議へり参画
らっている。
（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）
・現在の契約者の中に該当利用児はいな
2 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育 い。
等の関係機関と連携した支援の実施

・継続して実施する。

・継続して実施する。

・継続して実施する。

・体制が整えば重症心身障害児を受け
入れる。

区分

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

保護者の評価

（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）
・現在の契約者の中に該当利用児はいな
3 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡 い。
体制の整備

関
係
機
関
と
の
連
携

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

・体制が整えば重症心身障害児を受け
入れる。

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、
4 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

・移行時、児童発達支援事業所又は相談支
援事業所からの引継ぎを通して、情報の提
供を受けている。
・利用する前に当事業所の見学の機会を持
ち、その際に保護者からも情報を提供しても
らっている。

・継続して実施する。

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
5 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

・高校３年生の３月には、移行する就労支援
事業所や生活介護の事業所に、当事業所
での様子を引継ぎシートにまとめ、提出して
いる。

・継続して実施しする。
・就労支援事業所と地域生活支援事業
所と連携を図る。

・「ルネス花北」が主催している研修には積

・姫路市からの研修案内にある専門機
関での研修に積極的に参加する。

児童発達支援センターや発達障害者支援

6 センター等の専門機関と連携や、専門機関 極的に参加している。
での研修の受講の促進

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 ・法人内で実施している地域交流の児童ク
7 サービスの場合の放課後児童クラブや児童 ラブ（チャレンジクラブ）で行われるイベントを
館との交流など、障害のない子どもと活動 紹介している。
する機会の提供

はい21％
どちらともいえない14％
いいえ１4％
わからない5２％
・私は必要ないと思っているので気にしてい
ない。
・障害のない子の交流といえば、あいむフェ
スタの復活を熱望します。

事業所の行事への地域住民の招待など地 ・毎年１０月に、法人主催による地域交流の
お祭り（あいむフェスタ）に招待している。

・継続して実施する。

8 域に開かれた事業の運営

支援の内容、利用者負担等についての丁

1 寧な説明

・利用開始前の契約時に重要事項証明書を
はい97％
用いて説明を行っている。

児童発達支援計画又は放課後等デイサー ・作成した個別支援計画書を口頭で説明し、

2 ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧な サインと捺印をしてもらい同意を頂いてい
説明

る。

・休日プログラムや長期休暇のプログラ
ムで、地域の子ども達との交流を持てる
行事に参加又は計画を立てるように考
えていきたい。

はい８3％
いいえ3％

どちらともいえない3％

どちらともいえない14％

・問い合わせ等に対して丁寧に対応す
る。
・説明の時間を長くとりより細かく説明
し、支援目標の共有を図る。

区分

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

保護者の対応力の向上を図る観点から、保 ・現在、ペアレント・トレーニングは行ってい
3 護者に対するペアレント･トレーニング等の ない。
・外部からの案内は行っている。
支援の実施
子どもの発達の状況や課題について、日頃

保
護
者
へ
の
説
明
責
・
連
携
支
援

4 から保護者との共通理解の徹底

保護者からの子育ての悩み等に対する相

5 談への適切な対応と必要な助言の実施

父母の会の活動の支援や、保護者会の開

6 催による保護者同士の連携支援

・送迎時にその日の様子を知らせ、家庭で
の様子を聞き取り、情報の共通理解を図っ
ている。

保護者の評価
はい27％
いいえ6％

どちらともいえない２3％
わからない４3％

障害のある子どもや保護者との意思の疎通

・講演会や勉強会の情報提供を行う。
・研修受講やペアレント・トレーニングに
関する知識を高め支援できるようにす
る。
・継続して実施する。

はい100％

はい44％
どちらともいえない20％
いいえ8％
わからない28％
・その都度、必要なアドバイスは頂いていま
・相談記録を活用しながら保護者と悩み
・保護者の悩みに寄り添うような支援と家族 す。
・定期的にする必要もないぐらい話を聞いて を共有し支援の充実を図る。
支援を視野に入れている。
くれたり、その時その時困っている事を一緒
に考えてくれるので別に求めていません。

・父母の会や保護者会は開催していない。

はい３3％
どちらともいえない３3％
いいえ4％
わからない２9％
・保護者のニーズを調査し、調査内容に
・コロナが落ち着いたら座談会や講演会をし
応じて勉強会や懇親会の実施を検討す
てほしい。
・ちゃんと支援してもらっているので、保護者 る。
同士の連携までは求めません。

はい60％
どちらともいえない7％
子どもや保護者からの苦情に対する対応体 ・苦情対応マニュアルの作成をしている。
7 制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情 ・電話や利用児の連絡帳でも記入してもらっ わからない33％
・苦情は開示されているのか？
ている。
があった場合の迅速かつ適切な対応

8 や情報伝達のための配慮

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

・必要時応じて口頭だけではなく、書面や視
はい８5％
覚的情報を活用し分かりやすく情報を提供
いいえ％
している。

どちらともいえない8％
わからない４％

・毎月、通信紙「ころころ通信」を発行し、そ
定期的な会報等の発行、活動概要や行事
どちらともいえない3％
の中に活動の様子、行事内容、連絡事項に はい72％
9 予定、連絡体制等の情報についての子ども ついては記載し、配布している。また、ホー わからない2４％
や保護者への発信
ムページにも通信紙を掲載している。
・個人情報保護規定を策定している。
・全職員個人情報保護の誓約書に署名と捺
はい93％
どちらともいえない7％
印をしている。
10 個人情報の取扱いに対する十分な対応
・実習生やボランティアへの教育も行ってい
る。

・今後も苦情内容に応じて対応していく。
・苦情,相談ボックスの設置。
・苦情の開示を方法を検討し保護者に
周知できるようにする。

・継続して実施する。

・継続して実施する。

・継続して実施する。

区分

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

・各種マニュアルを策定し、職員に周知して
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
いる。
1 染症対応マニュアルの策定と、職員や保護 ・災害時の避難場所については、個別支援
者への周知徹底
計画に記載し説明している。

保護者の評価

はい66％
どちらともいえない17％
・マニュアルの見直しと、利用者への周
いいえ3％
わからない１4％
・避難訓練はあると思うが、マニュアルにつ 知を図る。
いては分からない。見れていない。

・様々な災害を想定して避難訓練を実施し
ている。
はい76％
どちらともいえない3％
非常災害の発生に備えた、定期的に避難、
・昨年度には姫路市危機管理室指導の下、
2 救出その他必要な訓練の実施
わからない20％
避難場所である「八幡公民館」への避難訓
練を実施した。

非
常
時
等
の
対
応

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

・避難訓練は継続して実施する。
・通信を通して、活動の様子を保護者に
周知できるようにする。

・虐待対応マニュアルの作成と、年1回虐待
のセルフチェックを実施している。

・継続して実施すると共に、積極的に外
部研修を受講する

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
・契約書の第４条（サービスの内容）の２に、
4 分に説明・・了解を得た上での児童発達支 身体抑制を行わないと明記している。
援計画又は放課後等デイサービス計画へ
の記載

・必要となった場合は適切に対応する。

虐待を防止するための職員研修機の確保

3 等の適切な対応

食物アレルギーのある子どもに対する医師

5 の指示書に基づく適切な対応

ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で

6 の共有の徹底

・健康調査票に食物アレルギー有無に関す
る項目を設け、それに応じて対応をしてい
る。

・保護者に確認し、適切な対応が出来る
ようにする。

・ヒヤリハットマニュアルを作成している。
・ヒヤリハット報告書の回覧と職員会議で改
善策を検討している。

・継続して実施する。

