事業者向け 放課後デイサービス自己評価表
おむすび
施設名
チェック項目
利用定員が指導訓練室等スペー

1 スとの関係で適切であるか
環境・
体制整備

2 職員の配置数は適切であるか

はい

どちらとも
いえない

○

○

1対1の対応を基本とし、職員またはパートで配置し
ております。1日に最小4名～最大6名で職員が配置
されています。

○

沢山の段差があります。また、建物の移転を検討し
ており、その際には今回の反省を生かした建物設計
にする予定です。

業務改善を進めるためのPDCAサ
4 イクル（目標設定と振り返り）に、広 ○
く社員が参画しているか

週に1回ミーティング、臨時会議など話し合いの場を
設け、正社員・パートや役職職員が関わっていま
す。

保護者等向け評価表を活用する等
5 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
この自己評価結果を、事業所や会
6 報やホームページ等で公開してい
るか

今後保護者からの意見を集約し、ミーティングで全
社員に周知、改善に向けていきます。

○

○

第三者による外部評価を行い、評
7 価結果を業務改善につなげている
か

○

今回の自己評価が第1回目です。集計後、ホーム
ページ上で公開します。
平成30年現在、着手していません。そのため外部か
らの指摘、助言による研修の取り組みはありませ
ん。今後、第三者評価の活用も検討し、質の向上を
目指します。

○

研修（障害の特性発達の評価）は月に一回以上を
目安に参加しています。参加者も特定の人物に定
めず、参加しています。終了後、全職員でのミーティ
ングを開催し、全体の周知としています。

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
9 に分析した上で、放課後デイサー ○
ビス計画を作成しているか

保護者からの聞き取り後、計画作成の検討会議の
場を設けています。保護者から受けた希望や要望
その他の情報などを他職種で集まり、意見を出し合
いながら計画を作成しています。

子どもの適応行動の状況を図るた
10 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

利用にあたって希望や要望、病歴や成長歴、本人
の状態を把握するため必要な情報を記録するため
のアセスメントシートを用いてアセスメントを行ってい
ます。
何名かでプログラムの案を作り、その案について全
職員で検討し、様々な視点からプログラムの立案が
出来るようにしています。

職員の資質の向上を行うために、

8 研修の機会を確保しているか

活動プログラムの立案をチームで

11 行っているか

○

季節の行事や、子供1人1人の成長段階・個別支援
計画の内容に応じて活動を組み立てています。

活動プログラムが固定化しないよう
12 に工夫しているか
○
平日、休日、長期休暇に応じて、課
13 題をきめ細やかに設定して支援し
ているか

適切な支援
の提供

改善目標、工夫している点など
身体を大きく使った活動は不十分です。どの状況で
評価するかによって評価が変わりますが、その都度
状況にあった工夫を行っています。

事業所の設備等について、バリア
3 フリー化の配慮が適切になされて
いるか

業務改善

いいえ

子どもの状況に応じて、個別活動
14 と集団活動を適宜組み合わせて放 ○
課後等デイサービス計画を作成し
ているか
支援開始前には職員間で必ず打ち
15 合わせをし、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
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
16 援の振り返りを行い、気付いた点
等を共有しているか

○

1人1人が持つ課題は、平日・休日・長期休暇に応じ
て変化するとは考えられません。施設の利用時間の
長短により活動時間が増えたり減ったりしますが、
時期により設定の見直しはあまりしていません。
季節行事やイベントを集団活動としています。療育
活動・その子どもが好きな事・興味のある事を個別
活動とし、計画を作成しています。
利用者の状況・体調・前日の様子について打ち合わ
せをします。また、漏れがないように、社内ラインな
どで情報交換しています。

○

支援終了後に打ち合わせの場は設けていません。
特記すべき事柄がある時のみ共有します。パートな
ど毎日出勤しない方へは支援開始前の前日の様子
について報告しています。

日々の支援に関して正しく記録をと
17 ることを徹底し、支援の検証・改善
につなげているか

記録の書き方、書いてほしい事等、確認を行った上
で記録をしています。個別支援計画書の更新、日々
の支援の検証・改善へとつなげています。

○

定期的にモニタリングを行い、放課
18 後等デイサービス計画の見直しの ○
必要性を判断しているか

定期的にモニタリングを行い、職員間のミーティング
で、見直しを行っております。

ガイドラインの総則の基本活動を
19 複数組み合わせて支援を行ってい ○
るか

お子さんや家族のニーズに合わせて、コミュニケー
ションスキルやソーシャルスキルの向上に向けた
様々なプログラムが提供できるように工夫しており
ます。
児童発達支援管理責任者と個別担当の職員が参
加しております。

障害児相談支援事業所のサービ
20 ス担当者会議にその子どもの状況 ○
に精通した最もふさわしい者が参
画しているか
学校との情報共有（年間計画・行
事予定等の交換、子どもの下校時
21 刻の確認等）、連絡調整（送迎時の ○
対応、トラブル発生時の連絡）を適
切に行っているか
医療的ケアが必要な子どもを受け
22 入れる場合は、子どもの主治医等
と連絡体制を整えているか

関係機関や
保護者との
連携

「契約しているのは保護者なので、保護者から聞い
てほしい」と言われている為、学校の予定表は保護
者から頂いている。送迎時には、学校での状況は聞
くことが出来ている。
・医療的ケアを必要とする児童はいません

就学前に利用していた保育所や幼
23 稚園、認定子ども園、児童発達支 ○
援事業所等との間で情報共有と相
互理解に努めているか
学校を卒業し、放課後等デイサー
24 ビス事業所から障害福祉サービス ○
事業所等へ移行する場合、それま
での支援内容等の情報を提供する
児童発達支援センターや発達障害
25 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

入所希望児童の見学受け入れ時には情報を貰って
います。入所後の様子等は、特に情報交換はしてい
ません。

放課後児童クラブや児童館との交
26 流や、障害のない子どもと活動す
る機会があるか

利用しているお子さんの件で連携する機会はありま
したが、先に活動する機会などはありませんでした。

（地域自立支援）協議会等へ積極
27 的に参加しているか

要請があれば対応する様にしています。

全職員で、研修に参加できるよう努め、専門機関と
の連携に繋げています。

○

○

放課後等デイサービス事業所の連絡会に参加して
います。

日頃から子どもの状況を保護者と
28 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
保護者の対応力の向上を図る観
29 点から、保護者に対してペアレン ○
ト・トレーニング等の支援を行って
いるか
運営規程、支援の内容、利用者負
30 担等について丁寧な説明を行って ○
いるか

お子さんの状態や、家庭での状況について、保護者
と共通理解を持ち、課題に取り組んでおります。

保護者からの子育ての悩み等に対
31 する相談に適切に応じ、必要な助 ○
言を支援を行っているか

相談しやすい環境を設定し、保護者の意見交換を
し、適切な対応ができるよう心掛けています。

父母の会の活動を支援したり、保

研修にも参加し、職員間でも日々、保護者対応につ
いて話し合っています。これからも、対応力の向上
に向けて、スキルアップが必要である。
契約時に重要事項説明書とともに、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
ています。

開催できていません。今後検討していきます。

32 護者会等を開催する等により、保
護者同士の連携を支援しているか

保護者への
説明責任等

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
33 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
定期的に会報等を発行し、活動概
34 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

保護者とのLINEやメールで苦情に対応し、事業所が
提供したサービス等について苦情がある場合は、適
切に対応しています。
保護者とは連絡帳を通して、活動内容を伝達した
り、月に1回新聞を発行しています。

35 個人情報に十分注意しているか

利用者から、前もって文書で同意を得ない限り、利
用児の個人情報を提供しません。個人情報が含ま
れる記録や情報漏洩に対して細心の注意を払い、
管理しています。
連絡帳を活用し、お迎え時の保護者との関わり等、
配慮している。

○

障害のある子どもや保護者との意

36 思の疎通や情報伝達のための配

○

慮をしているか

非常時等の
対応

事業所の行事に地域住民を招待
37 する等地域に開かれた事業運営を ○
図っているか

地域の方によるボランティアにおいて体操教室を
行っている。

緊急時対応マニュアル、防犯マ
38 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
被害災害の発生に備え、定期的に
39 避難、救出その他必要な訓練を
行っているか

緊急時・防犯・感染症に対するマニュアルは、職員
間で周知しています。保護者に対してマニュアルの
公開にまで至っておりませんので今後努めてまいり
ます。
実施されている災害対策訓練に参加しているが、定
期的に訓練を行えていない為、今後実施していきま
す。

○

○

虐待を防止するため、職員の研修
40 機会を確保する等、適切な対応を ○
しているか

会社全体で虐待防止研修を実施し、日々虐待防止
マニュアルにのっとって、支援を行っております。

どのような場合にやむを得ず身体
拘束を行うかについて、組織的に
41 決定し、子どもや保護者に事前に
十分に説明し了承を得た上で、放
課後等デイサービス計画に記載し
食物アレルギーのある子どもにつ
42 いて、医師の指示書に基づく対応 ○
がされているか

身体拘束は絶対にしません。

ヒヤリハット事例集を作成して事業
43 所内で共有しているか
○

○
事前に保護者を通じて、アレルギーの報告を受けて
おります。
ヒヤリハットの事例が生じたとき、報告書を作成し、
会社全体で回覧するようにしております。

保護者向け 放課後デイサービス評価表
おむすび
施設名
チェック項目

1

環境・
体制整備

2

子どもの活動等のスペースが
十分に確保されているか

職員の配置数や専門性は適切
であるか

事業所の設備等は、スロープ
や手すりの設置などバリアフ
3
リー化の配慮が適切になされ
ているか
子どもと保護者のニーズや課
題が客観的に分析された上
4
で、放課後等デイサービス計画
が作成されている。

適切な支援
の提供

5

活動プログラムが固定化しない
よう工夫されてるか

放課後児童クラブや児童館と
6 の交流や、障害のない子どもと
活動する機会があるか

どちらとも
いえない

はい

30

24

13

30

30

11

ご意見

いいえ

7

13

20

5

5

15

0

0

1

1

0

4

ご意見に対して事業者より返答

・外遊びも連れて行ってもらってありがたい。
外出の際や室内で遊ぶ時のスタッフの
・施設も２ヶ所になり、人数も増えたので、広い場所 人員を検討していきます。
がある。
・それぞれの施設に分かれているので、スタッフさん
は大変だと思いますが、気持ちの切り替えにはなっ
ています。
・外出されるので、分からないが、人数に対して部屋
が狭いように思う。
・スタッフの顔は覚えましたが、名前と一致しませ
ん。
・１対1で頑張って下さっていて、ベテラン先生の安
定感に安心しています。
・スタッフの人数はたくさんいらっしゃいます。

名前を覚えて頂ける様、名札など送迎
の時着用していきます。

・清潔にして下さっていてありがたいです。
・階段が少し急で怖いなと思った。
・新設の件や改良された際に写真付きで教えて頂け
たらと思います。実際に目に出来ないのでよくわか
りません。
・意識して見ていなかったので分かりません。
・部屋に入って見てないので分かりません。
・手すりはありますが、老朽化の施設も有りますが、
きれいに使ってられます。
・子供は楽しくいけていて、次に行くのを楽しみにし
ている。
・各個人の求めに応じて、スケボーやダンスの練習
に時間をさいて下さっています。

今後検討していきます。

今後、ニーズや課題を客観的に分析し
た上で、再度検討し作成していきま
す。

・まだ公園が多いのでよくわからない。
公園などが多い為、固定化しない様、
・お休みの日等は遠くの公園につれて頂いてます。 情報を集めて活動に参加していきま
す。

・実際わからない。
・公園などではあると思います。
・リトミック等に参加させて頂いているようです。

年齢・発達段階に応じて活動する機会
を検討していきます。

支援の内容、利用者負担等に
7 ついて丁寧な説明がなされた
か
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
8
状況や課題について共通理解
ができているか
保護者に対して面談や、育児
9 に関する助言等の支援が行わ
れいているか

保護者への
説明責任等

父母の会の活動の支援や、保
護者会等の開催等により保護
10
者同士の連携が支援されてい
るか
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
11 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
子どもや保護者との意思の疎
12 通や情報伝達のための配慮が
なされているか
定期的に会報やホームページ
等で、活動概要や行事予定、
13 連絡体制等の情報や業務に関
する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
14

個人情報に十分注意している
か

31

32

15

2

22

29

26

31

5

5

15

9

11

6

10

5

2

・日々の内容は分かりますが、長期的な支援の目標 説明の希望がいれば行っていきます。
などは分かりにくいです。
・初回にお話させて頂いてから私の方が忙しくしてい
ますので…

0

・その日の様子はこと細かく伝えてくださるので、どう 送迎の際、保護者と日頃の状況などを
いった事をしたのか分かりやすいです。
共通理解できる様、徹底していきま
・連絡ノートでお願いしています。
す。定期的な面談も実施していきま
す。

6

19

0

・定期的な面談はありますか？
保護者に対して助言していける様、定
・親身に聞いて下さいます。
期的に研修を受けていきます。
・子供がいつもと違った様子があった時だけご連絡
と対応について話させてもらっています。
・LINEにて報告いただいています。
・どういうものか自体分からないです。
今後検討していきます。
・他の保護者の方と関わった事がないので…
・父母会など一度も開催された事はないと思う
・私の方が忙しくしていますので、参加等出来ていま
せんので…
・何かあれば迅速に対応してくれている
LINE・電話などで対応の体制を見直
・LINEや電話でとても敏速に対応して頂いて助かっ し、迅速かつ適切に対応していける
ています。
様、今後徹底していきます。
・苦情はないので分からないが、事故の時は適切に
対応されていた。
・連絡ノートで毎回こと細かく報告頂いています。

連絡ノートで報告していますが、今後
検討し情報伝達がスムーズに行く様、
徹底していきます。

・ニュースレターではなく毎月どんな様子だったの
か、どういう所に行ったのか、子供と事を書いてほし
い
・これからだと思うので…
・最近あまり写真がありませんが、個人情報の配慮
でしょうか？
・月に１度会報を頂いています。
ナシ

月に1度おむすびレターをお渡ししてい
ます。今後は子供達の様子等も入れ
ていきます。

1

1

0

十分に配慮はしてますが、今後はより
一層配慮していきます。

非常時等の
対応

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
15
ルを策定し、保護者に周知・説
明されているか
非常災害の発生に備え、定期
16 的に避難、救出、その他必要な
訓練が行われているか

17

子どもは通所を楽しみにしてい
るか

14

5

32

10

19

3

事業所の支援に満足している
か

35

10

警報が出た時の対応が不十分であり、
今後は事前に保護者の方に説明して
いきます。

・どういうものか自体分からない。
・分からない。
・実際の所子供がデイサービス中は親は一緒にい
ないし、訓練されているのか分からない。

保護者の方にも理解して頂けるよう、
ホームページに避難場所など掲載して
いきます。

・「また公園、また公園」と言って同じ（いつも）公園
行ったと言う様になった。
・楽しい日も辛い日もあるみたいです。
・嫌がったことはありません。
・とっても楽しみにしています。毎回「楽しかった」と
話してくれます。
・あとはお部屋であそんだ。と言うようになり、「ママ
明日もおむすびに行かなあかん」というようになっ
た。
・丁寧に対応していただいているので、助かっていま
す。
・いつも、丁寧に迅速に対応して頂けて助かってい
ます。ありがとうございます。
・細かく対応して頂いて感謝しています。
・違う年齢の子と接する事ができ、学ぶ事があるよう
に感じます。
・先生方も子供のペースに合わせて接してくれてい
ると思います。
・お休みに公園以外になかなか連れて行ってあげれ
ないので、たくさん遊んでいただけてうれしそうで

いいえの回答が2件あり、定期的に支
援会議を開き、子供達が楽しみに通所
できるよう対応していきます。

11

7

2

満足度
18

・警報が出た時の対応が分かりません。

2

どちらともいえないとの回答も多く、今
後はより一層、子供達や保護者の方
に満足して頂ける様に管理者やスタッ
フが情報を共有していきます。

