
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、課題や改善すべき点など 今後の対応等について

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

100% 0% 0%
広い屋内の活動スペースと園庭を確保しています

2 職員の配置数は適切であるか 100% 0% 0%
基準以上の職員を配置しています

3 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

100% 0% 0%
段差がなく、⾞椅⼦専⽤のトイレや点字ブロック
等の設置もされています

4
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

80% 20% 0%

毎⽇、朝礼と終礼をして⽀援の振り返りをしてい
ます

5
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

100% 0% 0%

アンケートを実施して業務改善に繋げています

6
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

100% 0% 0%

ホームページと事業所内の掲⽰板に掲⽰していま
す

7
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改
善につなげているか

80% 20% 0%

外部からの研修や視察を積極的に受け⼊れていま
す

8
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

100% 0% 0%

外部研修や内部研修を実施して研修参加の機会を
作っています

9
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、放課後等
デイサービス計画を作成しているか

100% 0% 0%

普段の様⼦を聞き取りしながら計画を作成してい
ます

10
⼦どもの適応⾏動の状況を把握するために、標準
化されたアセスメントツールを使⽤しているか

100% 0% 0%

児童⽤のアセスメントシートを使⽤しています

11 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか 100% 0% 0%

⼦どもたちと話し合いながら活動を決めている。
終礼などで活動内容の振り返りを⾏い、次回の活
動がより良くなるようにしています

12
活動プログラムが固定化しないよう⼯夫している
か

80% 20% 0%

毎回、⼦どもたちと話し合いをして活動を決定し
ています

13
平⽇、休⽇、⻑期休暇に応じて、課題をきめ細や
かに設定して⽀援しているか

80% 20% 0%

終礼時にこどもたちに対する⽀援⽅針を話し合っ
ているが、細かく設定できていない部分がある

引き続き、子どもたちが楽しく過ごしやすい
環境を整えていくようにする。

朝礼や終礼の時間が十分に確保できない
時があるので、無駄な時間を少なくし、終礼
等の時間を確保していけるよう業務の改善
を行っていく。

研修や視察を受け入れた際の感想等を職
員にも十分に周知し業務改善に取り組んで
いけるようにしていく。

子どもが主体性を持って活動に取り組んで
いけるよう活動を行っているので、子どもの
発想を大事にしていきながら、活動内容が
発展していけるよう支援を継続していくよう
にする。

こどもへの支援方針については全職員での
共通認識を深めていけるように、個別支援
計画を細かに見直していきながら個々の特
性に合った丁寧な支援を行っていく。終礼に
ついては、単なる報告会にならないように具
体的に検討課題を挙げ、検討する時間を十
分に確保していくようにし、個々に合った丁
寧な支援を提供していけるよう改善を行って
いく。
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14
⼦どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適
宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成
しているか

100% 0% 0%

個別に伸ばしていく部分を⾒つけ才能⽀援に繋げ
ていっている。集団活動は話し合いと決まった活
動を通して全体の成⻑を促しています

15
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

100% 0% 0%

朝礼で1⽇の業務の確認と、⼦どもたちが来る前
に⽀援内容の確認を⾏っています

16
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り返りを⾏い､気付いた点等
を共有しているか

100% 0% 0%

当⽇、または翌⽇に必ず終礼を⾏い⽀援の振り返
りと反省を⾏っています

17
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

100% 0% 0%

毎⽇、利⽤した時の様⼦を個々に記録し保管して
います

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

100% 0% 0%
相談員とも連携し計画の⾒直しを⾏っていま
す

19 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

100% 0% 0%
ガイドラインに沿った⽀援の提供を⾏ってい
ます

20
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

100% 0% 0%
児童発達⽀援管理責任者が参加しています

21

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

100% 0% 0%

送迎時に様⼦の確認を⾏ったり、会議に参加
したりして情報交換を⾏っています

22
医療的ケアが必要な⼦どもを受け⼊れる場合は、
⼦どもの主治医等と連絡体制を整えているか

0% 40% 60%
医療的ケアの必要な⼦が今はいません

23
就学前に利⽤していた保育所や幼稚園、認定こど
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

100% 0% 0%
児童発達⽀援から引き継ぎ、関係機関との情
報交換を⾏いながら⽀援を⾏っています

24
学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から
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等しているか

80% 20% 0%

これまでに対象となる児童がいない。必要に
応じて関係機関との連絡。情報交換を⾏って
いきます

25
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

100% 0% 0%
発達障がい者⽀援専⾨員のスーパーバイズを
定期的に受けています

26
放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいの
ない⼦どもと活動する機会があるか

20% 40% 40%

児童クラブの先⽣とは送迎時などに交流があ
るが、こども同⼠の関わりは今はない。児童
クラブに通いながら利⽤している⼦が多い

27
（地域⾃⽴⽀援）協議会等へ積極的に参加してい
るか

100% 0% 0%
⾃⽴⽀援協議会の児童部会に参加しています

28
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

100% 0% 0%

送迎時や必要に応じて電話連絡などで情報交
換を⾏っています

29
保護者の対応⼒の向上を図る観点から、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

80% 20% 0%

臨床⼼理⼠を中⼼としたグループミーティン
グに参加可能な保護者には参加をしてもらっ
ています

子どもが主体性を持って活動に取り組んで
いけるよう活動を行っているので、子どもの
発想を大事にしていきながら、活動内容が
発展していけるよう支援を継続していくよう
にする。

こどもへの支援方針については全職員での
共通認識を深めていけるように、個別支援
計画を細かに見直していきながら個々の特
性に合った丁寧な支援を行っていく。終礼に
ついては、単なる報告会にならないように具
体的に検討課題を挙げ、検討する時間を十
分に確保していくようにし、個々に合った丁
寧な支援を提供していけるよう改善を行って
いく。

送迎や電話連絡等で保護者の方と情報交
換を行っているが、丁寧に面談を実施する
機会を十分に持てていない面があるので、
ニーズに応じて面談回数を増やしていける
ようにしていく。

関係機関とは、会議を通して連携を深めて
いっているので、引き続き会議や電話連絡
を通して地域の繋がりを固めていけるよう取
り組んでいく。

児童クラブとの交流については、児童クラブ
に通いながら放課後等デイサービスを利用
している児童が多いので、特別にプログラ
ムを組んで交流を行うニーズは高くない現
状がある。そのため、個別のニーズに応じ
て地域との交流機会を持てるように取り組
んでいく。
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30 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

100% 0% 0%

利⽤開始前に説明を⾏っています

31
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

100% 0% 0%

送迎時や電話連絡、⾯談等を通じて育児の相
談等に対応しています

32
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

100% 0% 0%
⾏事の際には保護者連絡会を開催しています

33

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

100% 0% 0%

苦情や申し⼊れがあった際にはすぐに上司に
報告し適切な対応がとれる体制を整えていま
す

34
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

100% 0% 0%
なかよしクラブだよりを発⾏しています

35 個⼈情報に⼗分注意しているか 100% 0% 0%
事務室の施錠を徹底し、また配布物があると
きは⼆重のチェック体制をとっています

36
障がい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

100% 0% 0%
書⾯での案内や、iPadを活⽤した情報の伝達
を⾏っています

37
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等地域に開か
れた事業運営を図っているか

100% 0% 0%
地域交流祭を開催し、その会場の⼀つとなっ
ています

38
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

60% 40% 0%

台⾵や雪の時の対応についての周知が⼗分に
⾏き届いていないことがあった。

39
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

60% 40% 0%
普段からの訓練はとても⼤切なので、⾏って
いきたい

40
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

100% 0% 0%
虐待防⽌研修に参加したり、チェックシート
を活⽤し虐待防⽌に努めています

41

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、放課後等デイ
サービス計画に記載しているか

80% 20% 0%

計画書に対応についての記載をし同意を得て
います

42
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

100% 0% 0%
⾷物アレルギーがある場合には指⽰書の提出
をお願いしています

43
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

80% 20% 0%
ヒヤリハット報告書を作成し全職員で観覧
し、再発防⽌に努めています

各種マニュアルについては全保護者に伝わ
りきれていない部分があるので、今後保護
者連絡会等を通じて再度周知をしていける
ように努めていく。特に災害時の対応につい
ては、丁寧に周知していくよう心掛けていく。

避難訓練については、様々な災害を想定し
た訓練を実施しつつ、消防署のスーパーバ
イズ等も受けながら事業所の実情に合った
避難訓練および避難計画をより深めていけ
るよう努めていく。

保護者連絡会を開催し保護者同士の交流
機会を設けている。父母の会については保
護者の負担の増加にならないよう、ニーズ
に応じて、すでに地域にある親の会等の紹
介を行っている。保護者連絡会について
は、行事に合わせて行っているので、今後
も様々な行事を企画していきながら交流機
会を増やしていくようにしていく。
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