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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 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

環境・体制整備

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

重症心身障害児に対する呼吸リハビリなどを安全に
行うことができるスペースを確保できている リハビリに十分なスペースがあると思う 今後、利用者の状態の多様性に合わせてさらに

積極的なリハビリができる環境を調整する

2 職員の適切な配置 常にマンツーマン以上の人員配置で業務に当たるこ
とができている 特に問題ない サービスを継続していく

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

重症心身障害児が座位保持装置または車椅子出入り
できる構造と機能を持ち合わせている 特に問題ない サービスを継続していく

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

安全管理マニュアルの作成と実践を行い、さらに利
用者の特性に合わせて随時環境調整を行なっている 清潔感があり、室温、湿度も適切だと思う 季節や流行感冒などに合わせてさらに充実させる

業務改善

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

職員会議を月に２回、利用者ごとの目標設定と振り
返りの場を月１回実施している 特に問題ない さらに専門性が発揮できるプログラムを持って

目標設定を行なっていく

2 第三者による外部評価を活用した業務改善の実施 未実施 今後、積極的に第三者評価を取り入れたい

3 職員の資質の向上を行うための研修機会の確保 社内研修（直接研修、SNSを用いた遠隔研修）を月
２回以上実施することができている 特に問題ない 継続していきながら、随時改善すべき点を見直す

適切な支援の提供

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

各専門職が担当制のもと一人一人の課題を作成して
いる

事業所で行なっている活動（リハビリや療育など）
がもう少し保護者にもわかるように工夫してほしい

事業所の方針などは随時、文書と口頭で連絡がある
ので理解できる

昨年度からの継続した課題であり、サービスの
可視化ならびに保護者への連絡方法について、
改善を図っていく

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

同上 同上

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

同上 同上

適切な支援の提供t（続き）

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

昨年度の反省を生かし、重症心身障害児の特性を把
握した上で十分に評価分析する機会を設けることが
できた。

特に問題ない
各個人の特性を継続的に各所と確認しながら、
状況に応じて適切なサービスを提供できるよう
務める

5 チーム全体での活動プログラムの立案 目標やサービス内容の見直しについては、各職種複
数名が会議を設定し関わることになっている

特に問題ない

近隣事業所、併設施設の訪問看護
ステーション、保育園と連携をとっていく

6 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やかな支援 特に通常サービスと区別化していない

7 活動プログラムが固定化しないような工夫の実施 他事業所との情報交換などを通して、活動レパート
リーを増やすことに努めている 保護者にもわかりやすい活動案内に努める

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

インシデント報告、業務申し送り、利用者情報の共
有を全スタッフで実施している

より利用者のスケジュールを立案できる機会に
していきたい

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

スタッフの記録を全員で把握し、意見交換する時間
を設けている

なるべく業務時間内で情報共有できる機会を
設けて実施していく

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 電子カルテ、連絡帳での記録を用いて実施している 特に問題ない 抜けのないように記載を継続していく

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 児童の状況に合わせて規定内で実施している 特に問題ない これまで通り、随時実施していく

関係機関との連携

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り参画 必要に応じて、連携の場に参加する 特に問題ない 必要に応じて、連携の場に参加する

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

必要に応じて、連携の場に参加する 特に問題ない 必要に応じて、連携の場に参加する

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

必要に応じて、連携の場に参加する 特に問題ない 必要に応じて、連携の場に参加する

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

必要に応じて、連携の場に参加する 特に問題ない 必要に応じて、連携の場に参加する

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、

これまでに該当児童がいないが、今後必要に応じて
実施していく 特に問題ない 必要に応じて準備、実施していく

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

適宜、個人単位、チーム単位で参加している 特に問題ない 継続していく

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

併設する保育園と活動することを積極的に設けてい
る

併設する保育園との交流でいい刺激になって
いるように思う

安全、衛生面の管理を徹底した上で
共同していきたい

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 不定期であるが、実施できている 特に問題ない 定期開催できるよう努めたい

保護者への説明責・連携支援

1 支援の内容、利用者負担等についての丁寧iな説明 利用開始前に重要事項の説明を施設内で実施してい
る 特に問題ない 特に保護者への説明の機会を十分に設ける

必要がある

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 個別支援計画作成時に併せて実施している

説明は受けているが、内容に関してもう少し
ゆっくりと聞きたい 定期的に保護者会を開催する運びとなっている

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 現在は特に実施することができていない 特にわからない 実施できるように職員研修を実施する

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

日頃の利用時に文書や口頭での確認を行うように努
めている 特になし 特に保護者への説明の機会を十分に設ける

必要がある

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

相談に対する然るべき職種が対応するように心がけ
ている

看護師さんをはじめ、リハビリ保育士さんも
日頃の様子を報告してくれている

適時、適切な助言やサービスができるように
スタッフ研鑽を継続していく

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

不定期であるが、開催しているが、保護者間でのや
り取りに関しては把握していない

保護者会は実施されている。保護者間の集まり
は特にない 定期開催に際して、事前連絡を行うようにした

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

適宜、内容を文書でまとめて事業所、会社運営会議
にて事案として提出し、対策を実施している 特に問題ない 都度、検討し適切な対応を取るように

努める

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 各種ツールを用いて実施している 特にわからない 保護者とも情報交換しながら実施していく

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 不定期で実施している 不定期だが文書、口頭である 定期的に連絡できるように計画していく

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応 法令遵守の範囲で実施している 特に問題ない 継続して取り扱いに注意していく

非常時等の対応

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

各種マニュアルを策定し、職員への周知徹底はでき
ているが、保護者への周知には不十分である

重要事項の説明の際にマニュアルがあることの
説明はあったが、中身の確認はしたことはない

適宜、必要に応じて保護者への開示も
行なっていく

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 地域の防災訓練に併せて実施している いつ実施しているのかは把握していない 実施前後に保護者へ連絡できるように努める

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 研修を実施している 特にわからない 継続していく

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

該当する児童が利用するまでには、書面で用意する
予定である 特に問題ない 書面の作成を行い、スタッフ間の理解、

保護者への説明に活用できるように努める

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 医師の指示に基づくサービスを行なっている 注入など、医師からの指示内容を伝えている 継続する

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

ヒヤリハット事例集の作成を積極的に実施してお
り、保護者会での報告を行なっている

保護者会の際に聞く機会がある
子供に関係するヒヤリハットはその日のうちに
報告される

継続していく


