
11 件の回答
回答を受け付けていません

回答者へのメッセージ

環境・体制整備

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫している点な
ど）
5 件の回答

児童発達の午前の利用はのびのびと自由にスペ
ースを使って行うことができる。

利用定員に対して部屋数、広さが妥当ではない

建物の構造を変えることは不可能なので、利用
児とスタッフの動き方や配置など工夫してい
る。

日々の利用者数により、狭い。そのため、パー
ソナルスペースが保てず、いらないトラブルも
発生する。今後も、部屋の使い方など見直し必
要。

整理整頓が必要と考える。

職員の配置数は適切であるか
11 件の回答

職員の配置数は適切であるか（改善目標、工
夫している点など）
4 件の回答

利用人数に対してギリギリで行っている

職員数は足りていると思うが、時間帯により、
不足する時間が出てしまう。
スタッフの目が届かなくならないように、利用
児の部屋割りなど工夫している。

個別支援が必要な利用児の他、精神的に安定し
ないため個別対応が必要になる利用児もいる。
また、外活動と室内活動でもスタッフ数が変動
すると思われる。スタッフ数にややゆとりがあ
ると様々な事への対応を柔軟にでき安全配慮も
もっとできるのではないか。

看護職員、機能訓練指導員の増員が必要。

事業所の設備等について、バリアフリ
ー化の配慮が適切になされているか
11 件の回答

事業所の設備等について、バリアフリー化の
配慮が適切になされているか（改善目標、工
夫している点など）
6 件の回答

業務改善

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫している点など）
5 件の回答

PDCAやそれに代わるOODAなどリアルに活用で
きるシステムを利用するための研修も行ってい
る。

全職員で集まってする機会を設けるのが難しい
現状

利用児の目標は、分かりやすく提示してある。

個人差があると思わららので、今後も研修やミ
ーティングで浸透させる必要があると思われ
る。

スタッフ全員に目標管理シートの制度を導入
し、業務改善の目標を具体的に上げ、その目標
に向かい、日々改善出来るよう努力する仕組み
がある。

保護者等向け評価表により、保護者等
に対し事業所の評価を実施するととも
に、保護者等の意向等を把握し、業務
改善につなげているか
11 件の回答

保護者等向け評価表により、保護者等に対し
事業所の評価を実施するとともに、保護者等
の意向等を把握し、業務改善につなげている
か（改善目標、工夫している点など）
3 件の回答

頂いた意見を真摯に受け止めて、改善に繋げて
いきたいと思っています。

保護者の意向を今後しっかり把握する。

頂いた意見をスタッフに公開し、改善に向けた
具体的なアクションを協議し、改善の努力を実
施している。

事業所向け自己評価表及び保護者向け
評価表の結果を踏まえ、事業所として
自己評価を行うとともに、その結果に
よる支援の質の評価及び改善の内容
を、事業所の会報やホームページ等で
公開しているか
11 件の回答

事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表
の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行
うとともに、その結果による支援の質の評価
及び改善の内容を、事業所の会報やホームペ
ージ等で公開しているか（改善目標、工夫し
ている点など）
4 件の回答

ホームページにて公開しています。

ホームページで公開している

今のところ、定期的な会報などはない。

ホームページで公開している。

職員の資質の向上を行うために、研修
の機会を確保しているか
11 件の回答

職員の資質の向上を行うために、研修の機会
を確保しているか（改善目標、工夫している
点など）
5 件の回答

リタリコの動画研修やzoom研修に参加するよ
う周知している。

時間確保が難しい

オンライン中心に実施している。

常勤非常勤関係なく、行う。遠慮している様に
感じるスタッフには、こちらから指名で研修を
受ける事ができる様にする。

外部による研修や、事業所内部での健診の実施
を積極的に実施している。

適切な支援の提供

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、児童発達支援計画を作成し
ているか
11 件の回答

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、児
童発達支援計画を作成しているか（改善目
標、工夫している点など）
5 件の回答

S-M社会生活能力検査をもとに話し合い、支援
計画を作成している。

子どもたちについて話し合い、支援計画に反映
させている

連絡帳や電話などで、保護者からのニーズ把握
に努めている。

保護者との面談や聞き取りをこまめに行う様に
心がける。

アセスメントによる課題抽出と、それに基づい
た計画を作成し支援を実施している。

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫している点など）
2 件の回答

S-M社会生活能力検査を用いている。

標準化されたツールはまだなく、今後の課題と
いえる。

児童発達支援計画には、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「発達支援」、「家族
支援」、地域支援」で示す支援内容か
ら子供の支援に必要な項目が適切に選
択され、その上で、具体的な支援内容
が設定されているか
11 件の回答

児童発達支援計画には、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「発達支援」、「家族支援」、地域支援」
で示す支援内容から子供の支援に必要な項目
が適切に選択され、その上で、具体的な支援
内容が設定されているか（改善目標、工夫し
ている点など）
2 件の回答

家族支援としては、保護者との連絡帳や電話等
でのやり取りを通して、得られた課題やニーズ
に沿った対応をしている。

各項目に基づいた目標としている。

児童発達支援計画に沿った支援が行わ
れているか
11 件の回答

児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
るか（改善目標、工夫している点など）
2 件の回答

建物内環境など、変えられない部分以外での各
種工夫はしている。

計画に沿った支援を実施している。

活動プログラムの立案をチームで行っ
ているか
11 件の回答

活動プログラムの立案をチームで行っている
か（改善目標、工夫している点など）
3 件の回答

担当する職員が立案し、子どもの状態に合わせ
て適宜変更している。

改善目標ミーティングを行う時間の確保

スタッフミーティングで協議し、プログラム立
案を実施している。

活動プログラムが固定化しないよう工
夫しているか
11 件の回答

活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いるか（改善目標、工夫している点など）
4 件の回答

動的活動、静的活動とわけ、子ども達が楽しめ
る内容を考えている。

子どもの変化に合わせて活動している

日々の記録など参考にして、バラエティに富ん
だ活動が出来るよう工夫している。また、季節
に応じた活動もしている。

スタッフミーティングにより、マンネリ化しな
いように、更新するため協議している。

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児童発達支
援計画を作成しているか
11 件の回答

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児童発達支援計画を作成
しているか（改善目標、工夫している点な
ど）
2 件の回答

異年齢の利用児たち、また、発達段階の違う利
用児たちとの集団活動も工夫している。

医療的ケア児のため、個別支援がメインになる
が、集団活動の実施にも努力している。

支援開始前には職員間で必ず打合せを
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
11 件の回答

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、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（改善目標、工夫している点
など）
3 件の回答

ICTを活用し、役割分担を共有確認している。
支援内容は各々に委ねられているため、確認す
るシステムを作っていかなければならない。

その日のスタッフの状況により、大まかな打ち
合わせはするものの、細かいところはまでは、
出来ないこともある。

毎日確認する時間を必ず取れる訳ではないが、
確認する時間、コミュニケーションを図りなが
ら確認している。

支援終了後には、職員間で必ず打合せ
をし、その日行われた支援の振返りを
行い、気づいた点等を共有しているか
11 件の回答

支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、
その日行われた支援の振返りを行い、気づい
た点等を共有しているか（改善目標、工夫し
ている点など）
4 件の回答

個人間での共有となっている。

出来ている場合でも、全体共有が難しい状態。
各自で支援記録を確認しないといけない。

その日の振り返りを、その日のうちにする事は
難しいが、日を改めての、必要な振り返りはし
ている。

送迎業務等で職員全員で振り返りが出来る訳で
はないが、時間を取りながら確認する努力はし
ている。

日々の支援に関して正しく記録を取る
ことを徹底し、支援の検証・改善につ
なげているか
11 件の回答

日々の支援に関して正しく記録を取ることを
徹底し、支援の検証・改善につなげているか
（改善目標、工夫している点など）
3 件の回答

記録漏れのないようにチェックしている。

必ず、その日関わったスタッフが、パソコン上
にて記録を残すことになっている。

客観的に記録を作成するよう、意識づけを指示
している。

あえてバリアを残した建物となっている。

バリアフリー化はされていないと思う

車椅子利用児がいないので、スロープはない
が、廊下に手すりなど、今後設置を検討も必要
かと思う。

①トイレが未就学児には、大きすぎる。
②廊下にも手すりがあると歩行訓練にも良いの
では。しかし、廊下が狭く手すりをつける余裕
がないか？
③アトリエの流し付近、手を伸ばせば利用児も
触る事ができるので何か工夫必要かと。

バリアを設けることで運動リハになっている

遮蔽物がなく、バリアフリーで移動が可能

このフォームは回答の受け付けを終了しま…
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事業者向け自己評価（児発）
質問 回答 11 設定
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定期的にモニタリングを行い、児度発
達支援計画の見直しの必要性を判断し
ているか
11 件の回答

定期的にモニタリングを行い、児度発達支援
計画の見直しの必要性を判断しているか（改
善目標、工夫している点など）
3 件の回答

定期的には行えていない。適宜課題が上がった
時点での見直し、6ヶ月に1回程度となってい
る。

不定期に行っている

スタッフミーティング等にて目標の評価、確認
をする努力をしているが、体系化がまだ出来て
いない。

関係機関や保護者との連携

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た
最もふさわしい者が参画しているか
11 件の回答

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た最もふさわし
い者が参画しているか（改善目標、工夫して
いる点など）
1 件の回答

看護師、機能訓練指導員による参加を行なって
いる。

母子保健や子ども・子育て支援等の関
係者や関係機関と連携した支援を行っ
ているか
11 件の回答

母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や
関係機関と連携した支援を行っているか（改
善目標、工夫している点など）
3 件の回答

連携が特に必要な子に関しては、電話等で連絡
を取り合っている

保育所等訪問などにて連携を図っている。

医療的ケア児に関して、関係している各関係機
関が、それぞれ繁忙などの内容でなかなか連携
は図れていない。

医療ケアが必要な子どもや重症心身障
害のある子ども等の在宅支援のため
に、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
を行っているか
11 件の回答

医療ケアが必要な子どもや重症心身障害のあ
る子ども等の在宅支援のために、地域の保
健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機
関と連携した支援を行っているか（改善目
標、工夫している点など）
2 件の回答

医療ケア児と関わりがない。

同上

医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障害のある子どもを受け入れる場合
は、子どもの主治医や協力医療機関等
と連絡体制を整えているか
9 件の回答

医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害の
ある子どもを受け入れる場合は、子どもの主
治医や協力医療機関等と連絡体制を整えてい
るか（改善目標、工夫している点など）
2 件の回答

対象児童との関わりがない。

主治医より指示書やサマリーなどを頂き、情報
共有をはかり、必要時には主治医への連絡をす
るなどを実施している。

保育所や認定こども園、幼稚園、特別
支援学校（幼稚部）等との間で、移行
に向けた支援内容等の情報共有と相互
理解を図っているか
11 件の回答

保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学
校（幼稚部）等との間で、移行に向けた支援
内容等の情報共有と相互理解を図っているか
（改善目標、工夫している点など）
3 件の回答

これから進学を控えている子どもがいるため、
情報共有を計画している。

社内の情報共有ができていない

現段階では、医療的ケア児が各園に通園できる
状況ではないため、連携は図れていない。

小学校や特別支援学校（小学部）との
間で、移行に向けた支援内容等の情報
共有と相互理解を図っているか
11 件の回答

小学校や特別支援学校（小学部）との間で、
移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理
解を図っているか（改善目標、工夫している
点など）
3 件の回答

これから進学を控えた子どもがいるため、情報
共有を計画している。

社内で情報共有していない

同上

他の児童発達支援センターや発達障害
者支援センターや児童発達支援事業
所、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
11 件の回答

他の児童発達支援センターや発達障害者支援
センターや児童発達支援事業所、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（改善目標、工夫してい
る点など）
1 件の回答

同上

保育所や認定こども園、幼稚園等との
交流や、障害のない子どもと活動する
機会があるか
11 件の回答

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障害のない子どもと活動する機会がある
か（改善目標、工夫している点など）
1 件の回答

コロナ禍により、なかなか進まず。

（自立支援）協議会子ども部会や地域
の子ども・子育て会議等へ積極的に参
加しているか
10 件の回答

（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ど
も・子育て会議等へ積極的に参加しているか
（改善目標、工夫している点など）
2 件の回答

管理者、児童発達支援管理責任者が参加してい
る。

依頼がない。

保護者の対応力の向上を図る観点か
ら、保護者に対して家族支援プログラ
ム（ペアレントトレーニング等）の支
援を行っているか
11 件の回答

保護者の対応力の向上を図る観点から、保護
者に対して家族支援プログラム（ペアレント
トレーニング等）の支援を行っているか（改
善目標、工夫している点など）
3 件の回答

面談や連絡帳での相談を受けている。

今後力を入れていきたい

明確なペアレントトレーニングとしての仕組み
はないが、保護者への支援は積極的に行ってい
る。

保護者等への説明責任等

運営規定、利用者負担等について丁寧
な説明を行っているか
11 件の回答

運営規定、利用者負担等について丁寧な説明
を行っているか（改善目標、工夫している点
など）
3 件の回答

契約時、質問があった時などに説明している。

文書で対応している

丁寧な説明を心がけている。

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫している点など）
2 件の回答

説明はしていない

ガイドラインに沿った支援を心がけている。

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫している点など）
2 件の回答

連絡帳や電話などで、保護者からの相談に応じ
ている。

声がけや、何気ない会話などで悩みや不安など
の兆候を拾い、出来る限りの支援を行なってい
る。

父母の会の活動を支援したり、保護者
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
11 件の回答

父母の会の活動を支援したり、保護者会等を
開催する等により、保護者同士の連携を支援
しているか（改善目標、工夫している点な
ど）
3 件の回答

時期的に難しい

今後検討

コロナ禍によりできていない。

子どもや保護者からの相談や申し入れ
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、相談
や申し入れがあった場合に迅速かつ適
切に対応しているか
11 件の回答

子どもや保護者からの相談や申し入れについ
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、相談や申し入れがあった
場合に迅速かつ適切に対応しているか（改善
目標、工夫している点など）
1 件の回答

相談や苦情など様々な申し入れに関してはタイ
ムリーに対応するように心がけている。

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫してい
る点など）
4 件の回答

SNSを活用しての連絡体制や情報共有を計画し
ているが、実施には至っていない。

不定期

定期的な会報などは発行していない。

出来ていない。

個人情報に十分注意しているか
11 件の回答

個人情報に十分注意しているか（改善目標、
工夫している点など）
1 件の回答

画像など含めた個人情報の流失防止に対して
スタッフへの周知徹底、使用するツールの限定
など決まりを作り、徹底している。

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
11 件の回答

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（改善目
標、工夫している点など）
3 件の回答

口頭での伝達が不十分にならぬよう、文書での
伝達も行なっている。

口頭だけでなく、紙面にて伝えたり等配慮して
いる

スタッフが間に入り、保護者から様々なお子様
に関する情報を伺い、コミュニケーションを図
る為のきっかけなどを探り、保護者と共有する
などの支援を行っている。

事業所の行事に地域住民を招待する等
地域に開かれた事業運営を図っている
か
11 件の回答

事業所の行事に地域住民を招待する等地域に
開かれた事業運営を図っているか（改善目
標、工夫している点など）
1 件の回答

コロナ禍でもあるが、近所の方々向けに、利用
児がない日に開放（個人情報には配慮しなが
ら）を行っていきたい。

はい
どちらでもない
いいえ

36.4%

63.6%

はい
どちらでもない
いいえ

9.1%

36.4%

54.5%

はい
どちらでもない
いいえ

18.2%

27.3%

54.5%

はい
どちらでもない
いいえ

18.2%

18.2%

63.6%

はい
どちらでもない
いいえ

11.1%

33.3%

55.6%
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いいえ

9.1%

27.3%

63.6%

はい
どちらでもない
いいえ

9.1%

45.5%

45.5%

はい
どちらでもない
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36.4%

36.4%

はい
どちらでもない
いいえ

63.6%

9.1%
27.3%

はい
どちらでもない
いいえ

50%

10%

40%

はい
どちらでもない
いいえ

18.2%

18.2%

63.6%

はい
どちらでもない
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72.7%

はい
どちらでもない
いいえ

9.1%

18.2%

72.7%

はい
どちらでもない
いいえ

9.1%

90.9%

はい
どちらでもない
いいえ

100%

はい
どちらでもない
いいえ

100%

はい
どちらでもない
いいえ

18.2%

81.8%

はい
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72.7%

はい
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いいえ
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63.6%

はい
どちらでもない
いいえ

18.2%

81.8%



非常時の対応

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ルを策定し、
職員や保護者に周知するとともに、発
生を想定した訓練を実施しているか
11 件の回答

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
に周知するとともに、発生を想定した訓練を
実施しているか（改善目標、工夫している点
など）
2 件の回答

感染症対策など、所内ではしているが、保護者
への周知は徹底していない。

標準化されたマニュアルがあり、保護者に開示
し同意をもらい、スタッフへ周知を図ってい
る。

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
11 件の回答

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（改善目
標、工夫している点など）
2 件の回答

避難訓練は実施している。

年２回

事前に、予防接種やてんかん発作等の
子どもの状況を確認しているか
11 件の回答

事前に、予防接種やてんかん発作等の子ども
の状況を確認しているか（改善目標、工夫し
ている点など）
3 件の回答

利用開始の際に情報を記載して頂いている。

個別に、発作時の対応マニュアル作成してい
る。

医療機関からの情報提供や保護者からの聞き取
りを行い確認している。

食物アレルギーのある子どもについ
て、医師の指示書に基づく対応がされ
ているか
11 件の回答

食物アレルギーのある子どもについて、医師
の指示書に基づく対応がされているか（改善
目標、工夫している点など）
3 件の回答

保護者からの情報に基づき対応している。

医師の指示書の有無に関わらず、保護者からの
聞き取りなどにより、必要な対応している。

同上

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
11 件の回答

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（改善目標、工夫している点な
ど）
3 件の回答

ヒヤリハット作成し、スタッフ全員周知なるよ
うにしている。

共有はしているが、研修不足。今後開催してい
く。

埋没化しないようにファイル化し日々の中で感
じたヒヤリハットについては記載しデータベー
ス化している。

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
11 件の回答

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（改善目
標、工夫している点など）
3 件の回答

研修を受け伝達している。

スタッフ研修の機会を持っている。

研修の実施を行っている

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、組織的に決定し、
子どもや保護者に事前に十分に説明し
了解を得た上で、児童発達支援計画に
記載しているか
11 件の回答

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、組織的に決定し、子どもや保護
者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載しているか（改善目
標、工夫している点など）
2 件の回答

必要な場合、保護者にあらかじめ同意を得てい
る。

身体拘束の定義などからスタッフには伝え研修
の機会を設けている。

回答ありがとうございます。

はい
どちらでもない
いいえ

36.4%

63.6%

はい
どちらでもない
いいえ
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18.2%

63.6%

はい
どちらでもない
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いいえ

18.2%
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