
公表日：2023年1月24日

チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

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

・保育内容に応じて2階を使用したり
部屋を区切ったりしている。

＊ハイ１２、
・室内遊びの際、広さが十分なのか
はわからないが十分に楽しめている
と感じる。
・十分だと思う。
・園庭がない代わりに毎日公園に連
れて行ってくださるのがとてもありが
たいです。
・子どもの状況によって１F,２Fと分け
て使われている。
・体を動かす子もゆっくり本やパズル
で遊ぶ子もいてスペースもある。

・今後も事業所内だけでなく近隣公
園に出かけるようにする。

2 職員の適切な配置
児童発達管理責任者を含め、子ども
10名に対して職員5～6名で保育を
行っている。

＊ハイ11，どちたとも言えない1
・いつも感謝してます。とても細かく
対応してくださっています。先生から
の愛情も感じられます。
・安心な人数で保育してくれている。
・子ども２名に先生１名ぐらいの割
合。
・５～６人の先生がいるので安心でき
る。
・経験年数や得意・苦手分野がある
ように感じますが困るほどではない。

・研修会や毎日の保育後の振り返り
などを通じて職員のスキルアップ、共
通認識をするように努力する。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、
情報伝達等に配慮した環境など障害の特性
に応じた設備整備

・視覚支援物（写真や絵カード等）を
使って理解しやすいようにしている。
・トイレに手すりを設けている。

ハイ１１、どちらともいえない１
・部屋にイラストで分けたり、フロアー
別に使用目的を変えていて、本人も
これの時はここへ行く。とわかってい
る様子。
・バリアフリーではないが手すりがあ
る子ども用トイレや補助便座もある。
・手すりやトイレなども使いやすくされ
ています。
・完全なバリアフリー化はできていな
いが危険がないよう工夫をされてい
る。利用者の特性に合わせてその都
度変えているはずです。

・個々の子どもの特性に合わせた環
境作りをしていく。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に
合わせた生活空間の確保

・職員間で話し合い、子ども生活しや
すい環境作りを行っている。

＊ハイ12
・しきりを使われたりして、とてもよく
配慮されていると思います。
・いつもぴかぴかです。
・常に教室は清潔にされています。
年齢によって空間をわけてくださった
り、のびのびと活動させていただいて
います。
・子どもが汚すであろう水回りや玄関
までいつもきれいです。
・降園後は全て消毒されている。エア
コンや床暖が設置されている。
・清潔にされています。
・駐輪スペースに屋根があってほし
い。スペースがもう少し広いと停めや
すいです。

・駐輪スペースの屋根については、
ご不便をかけているが、貸駐車場で
屋根を設置するのは難しい。スペー
スについてはできるだけ職員の車を
停めないようにスペースを確保する。
・子どもたちが、快適で安心できる環
境作りをしていく。

1
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）への職員の積極的な参
画

・月間目標を立てる。前日に保育の
打ち合わせ、当日の保育の振り返り
を行ってる。

・継続して行う

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施 ・外部評価を受けいていない ・第3者評価はする予定はない。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

・法人研修、園内研修の実施。
・外部研修へ参加しやすいよう案内
するだけでなく、参加費の補助を行っ
ている。

・今後も学習しやすいようにしていく。

1

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の
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画の作成

・ケース検討（子どもの姿）→保護者
面談（保護者のニーズ）→支援計画
書作成の流れで行っている。

・今後も左記の流れで行っていく

2
子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援又
は放課後等デイサービス計画の作成

・子どもの姿から集団、個別の活動
に即した計画をたてている。

・今後も子どもの姿を通して、計画作
成を行う。

3
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画における子どもの支援に必要な項
目の設定及び具体的な支援内容の記載

・生活、遊び、コミュニケーションに分
けて目標、大人が配慮する点を記載
している。

・現在の書式を基本に行っていく。

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

ハイ12
・親子面接がある（面接前）。あまっこ
ファイルに記載。
・支援計画は、子どもの伸びしろを理
解してくれています。何をどのように
支援すると子どもが園生活を楽しめ
るかを考えてくれた内容になってい
た。
・音楽、制作、クッキング、季節を感じ
る遊びなど行っている。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

4
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画に沿った適切な支援の実施

・計画に沿って支援を行っている。子
どもの姿を通して配慮点を職員間で
話し合って変更している。

ハイ12
・話し合いで確認して対応してくれて
いる。
・実際できることが増えた。
・支援計画に沿って支援、保育をさ
れていると思う。

・今後も子どもの姿、保護者のニー
ズを聞き取りながら計画に沿った保
育を行う。

5 チーム全体での活動プログラムの立案
・年、月単位で計画を立てている。子
どもの姿に合わせて無理のないよう
に計画を立てている。

・今後も職員間で話し合い保育計画
を立てていく。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援 ・行事以外は平日のみ開所。 ・今後も平日開所だけを考えている。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫の
実施

・毎月棚の絵本を替えたり、登園児
の好きなおもちゃを出したりしてい
る。
・季節にあった活動を行えるようにた
てている。

・今後も職員間で話し合い、固定化し
ないようにしていく。
・一日の保育の流れがわかりやすい
ような方法を検討し、対応する（写真
をボードに貼りつける等）

8
支援開始前における職員間でその日の支援
内容や役割分担についての確認の徹底

・朝のミーティングで保育の打ち合わ
せを行っている。

・今後も同じような形で行っていく。課
題が出たら改善していく。

9
支援終了後における職員間でその日行われ
た支援の振り返りと気付いた点などの情報
の共有化

・毎日、振り返りで保育、子どもの姿
を話し合っている。その結果を全職
員で情報共有するようにしている。

・今後も同じような形で行っていく。課
題が出たら改善していく。

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

・全体、個々の記録を書いている。
・毎日の振り返りで検証、改善点を話
し合っている。

・今後も同じような形で行っていく。課
題が出たら改善していく。

11
定期的なモニタリングの実施及び児童発達
支援計画又は放課後等デイサービス計画の
見直し

・定期的なモニタリング、見直しは
行っていない。
・子ども変化したことは個別の記録に
記載するようにしている。

・子どもの姿から課題、次の目標を
話しあっている。

1
子どもの状況に精通した最もふさわしい者に
よる障害児相談支援事業所のサービス担当
者会議への参画

・サービス担当者会議があまり行わ
れいない。

・今後は相談員任せではなく、園から
も積極的に行政、他事業所、相談員
に働きかけていきたい。

2

（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）
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の実施

対象児がいない
・必要性は十分に感じている。設備
等で難しいと考えている。

3

（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
制の整備

対象児がいない
・必要性は十分に感じている。設備
等で難しいと考えている。

4

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、
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

・進路先には、入園前に引き継ぎ書
を渡している。必要に応じて訪問や
電話で情報共有するようにしている。

・今後も入園前に引き継ぎ書を渡し
たり、必要に応じて訪問や電話したり
して情報共有するようにしていく。

5

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
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、

・児童発達支援事業所なので対象児
がいない。

・未就学児を対象とする。

6
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
の研修の受講の促進

・センター主催の研修会への参加。
・訪問や電話連絡を行い、連携して
いる。

・今後も研修会へ参加。必要に応じ
て連絡を取り連携していくようする。

7

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
サービスの場合の放課後児童クラブや児童
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

・コロナ感染対策として、園庭開放な
ど他施設との交流を控えている。
・公園に来ている、地域の子どもや
保育所の子どもと交流するようには
している。

ハイ３，どちらともいえない５，いいえ
２，わからない2
・コロナの影響で少ないのは仕方が
ないので落ち着いたら機会を作って
ほしい。
・私が行ってないだけで、園外ので行
事での交流のお知らせは定期的に
ある。
・コロナになり行っていないと思う。
・園としてはあまりないが、地域のイ
ベントを教えてもらったり参加しやす
いと思います。

・コロナ感染状況が落ち着いた時点
で、交流を再開していきたい。

ハイ10，いいえ1，わからない1
・制作や遊びなど（おもちゃも含め）
違うようにしてくれている。
・季節ごとの制作や行事など大事に
してくださってる。
・子どもが固定化する方が安心して
活動できることもあるので・・・。
・１日のスケジュールがボード化され
ていると保護者もわかりやすいので
してほしい。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

8
事業所の行事への地域住民の招待など地
域に開かれた事業の運営

・コロナ感染予防のため、招待等は
行っていない。
・散歩など外出したときは積極的に
挨拶するようにしている。
・行事後に地域住民や施設にクッ
キー等を配り、事業所を知ってもらう
機会にしている。

・コロナ感染が落ち着くまでは、同じ
ような対応をしていく。

1
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
iな説明 ・説明会をおこなっている。 ・今後も説明会を行う。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧な
説明

・時間を取り説明をするようにしてい
る。

＊はい11、わからない１
・個人懇談の後、計画作成されてい
るので支援の内容も分かりやすい。
・支援計画は個別懇談で説明があっ
た。

・今後もわかりやすい説明をする。

3
保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対するペアレント･トレーニング等の
支援の実施

・ペアトレは行っていない。
・外部講師を招いての保護者学習会
を年3～4回行っている。
・継続児に対しては研修内容が重な
らないように気をつけている。
・保護者向け図書の貸出を行ってい
る。

＊ハイ8，どちらとも言えない2，いい
え1，わからない１
・連絡ノートに書いたちょっとした疑
問や困りごとに先生が個別にお話し
してくれたり聞いてくれる。
・ペアレントトレーニングは行っていな
いと思います。
・外部からの先生が来られて学習会
をしてくれている。
・学習会の内容は良いが我が子に今
必要な情報が少ないと感じる。学習
会の内容も幅広く選べるようにしてほ
しい。
・家庭へのフォローがありがたいで
す。
・とても助かっています。

・今後も外部講師を招いて保護者学
習会を行う。
・貸出用の本をもう少し増やす。
・外部研修の案内、個々に合わせて
情報を伝えるようにしている。

＊ハイ12
・入所の際説明があった。
・入園前に説明していただいた。
・入園説明会と全体懇談会でしっか
り資料を見ながら説明があった。質
問もできた。

関
係
機
関
と
の
連
携

保
護
者
へ
の
説
明
責
・
連
携
支
援



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

4
子どもの発達の状況や課題について、日頃
から保護者との共通理解の徹底

・毎日の連絡ノートや送迎時に、家庭
での様子を聞いたり園での様子を伝
えたりして子どもの姿を共通認識す
るようにしている。

ハイ12
・連絡帳や帰りの時に子どもの様子
を細かく伝えてくださり、成長を感じ
たり課題を親としても見つけたりする
ことができている。
・連絡帳で毎回伝え合うことができ
る。
・ぼんやりと悩んでいることを具体的
に説明してもらえたり、日々助かって
います
・送迎時にノートやその日の様子を
教えてもらえる。
・毎日の帰りの会でも「この子はこう
して過ごしていた」と細かく教えてくれ
る。

今後も連絡ノートを活用したり、電話
や送迎時に話したりして共通認識し
ていく。

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

・連絡ノート、送迎時に相談があった
場合は、できるだけすぐに対応する
ようにしている。
・その場で対応できないときは、時間
を設けて懇談するようにしている。
・懇談時間は40分から1時間取って
いる。それ以外でも相談があった場
合は随時対応するようにしている。

ハイ12
・いつでも話ができる環境が素敵だと
思います。
・定期的な面談もあり、日頃の保育
の様子を見て助言や支援してくだ
さっています。
・時間を設けて行ってくれるが時間が
足りない。
・個別面談や進路相談をしてくれる
他、登降園時も相談できる。

・今後も、保護者から相談があったと
きは随時対応する。

6
父母の会の活動の支援や、保護者会の開
催による保護者同士の連携支援

・月1回「つくしっこ喫茶」として、保護
者交流の場を設けている。
・父親を主体とした活動は行っていな
い。

ハイ11、わからない1
・ママ友ができた。
・月に１回程度、２階を使わせても
らっている。
・父親が参加する機会が少ない。母
親同士の交流が多い。
・月に１回保護者の集う会をしてくれ
ている。

・研修会は早めに伝えて、父親が参
加しやすいようにしていく。
・感染状況を見ながら父親同士の交
流会を計画していく。

7
子どもや保護者からの苦情に対する対応体
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

・園内、法人で各々に相談窓口を設
けている。
・第三者者委員を設置し、外部にも
相談窓口を設けている。

ハイ12
・偏食の相談をした時、すぐに先生
が対応してくれ、翌日別の先生にお
願いするとしっかり伝わっており安心
した。
・子どもや家庭のこと、少しでも気に
なることがあれば、すぐに時間を取っ
て話を聞いてくださります。
・玄関に意見箱がある。
・親子とも話を聞いてくれるので安心
できる。

・苦情等について、直接職員に伝え
てもらえるような保護者との関係性を
築いていく。

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

・子どもには、視覚支援物やマカトン
を使って理解しやすいようにしてい
る。
・保護者には、送迎時に直接、話を
するようにしている。また、連絡ノー
ト、メールなども活用している。

ハイ11　わからない1
・登降園の際に、口頭でも伝えてもら
える。
・子どもがこう言っていたけど何です
か？など、聴き取りにくい言葉を確認
して子どもとの意思疎通に努めてく
れています。
・相談すると記載して他の職員の情
報共有されている。

・個々に合わせて理解しやすい伝達
方法を考えていく。

9
定期的な会報等の発行、活動概要や行事予
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

・毎月園だよりを発行している。
・年度当初に年間予定、園だよりに
当月次月の予定を載せている。

ハイ12
・月１回のおたよりとH.Pで活動状況
が分かる。
・園だよりが毎月発行されている。
・H.Pにアップする時は特定されてい
ないように配慮されている。園だより
を発行されている。

・今後も園だよりを毎月発行する。
・こまめにH.Ｐを更新していく。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

・個人情報に関する書類は鍵のかか
る書庫に入れている。
・個人情報保護については入園前に
承諾書を取っている
・写真掲載は入園前に承諾書を取り
掲載可能の方のみ記載している。

ハイ11　どちらともいえない1
・H.Pの写真は顔が出ないように配慮
されている。
・連絡帳が見える状態で私は気にな
らないが気になる人もいるかもしれな
い。
・注意されている。
・写真は承諾書で確認されている。

・今後も入園前に承諾書（個人情報
の扱い、写真）を取る。
・今後も個人情報については管理し
適切に扱うようにする。
・連絡帳は後ろ向きにして、他者から
見えないようにして出してもらうように
する。

保
護
者
へ
の
説
明
責
・
連
携
支
援



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
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の策定と、職員や保護
者への周知徹底

・マニュアルはあるが、職員、保護者
とも周知されいない。

ハイ12
・送迎時以外はダブルロックされてい
る。
・訓練されているかはわからない。マ
ニュアルがあるというのは説明会で
聞いた覚えがある。感染症対応は
しっかり覚えている。

・周知できるように努力いていく。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に避難、
救出その他必要な訓練の実施

防災訓練（地震、津波、洪水）、火災
訓練を行っている。

ハイ12
・定期的に行われている。
・避難訓練を年２回くらいしている。
・訓練後にお迎えに行き、訓練内容
を聞けて安心できた。

・今後も定期的に訓練を行う。

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 1回、研修会を行っている。 今後も研修を行う。

4

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
分に説明・・了解を得た上での児童発達支
援計画又は放課後等デイサービス計画への
記載

・職員間で話し合い決定している。
・保護者から承諾を得てから計画書
に記載している。

・今後も身体拘束を行う場合には保
護者や関係機関から情報を得たうえ
で、協議して計画書に記載する。

5
食物アレルギーのある子どもに対する医師
の指示書に基づく適切な対応

・入園前に保護者から聞き取りをして
いる。
・食物アレルギー対応ができないこと
を伝えている。

・今後も同じ対応をしていく。
・問題点があったとき改善していくよ
うにする。

非
常
時
等
の
対
応



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

6
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で
の共有の徹底

・作成している。
・その日の振り返りで報告し、課題
点、問題点を改善点を話し合ってい
る。

・今後も作成し、職員間で情報共有し
て再発防止に努める。

非
常
時
等
の
対
応
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