参考様式A3（自己評価等関係）

保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）

公表：令和 2年 2月28日
事業所名 心きらきら児童デイサービス事業所
チェック項目

1

環
境
・
体
制
整
備

子どもの活動等のスペースが十分に確保さ
れているか

2 職員の配置数や専門性は適切であるか

3

4

生活空間は、本人にわかりやすく構造化さ
れた環境*１になっているか。また、障がい
の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフ
リー化や情報伝達等への配慮が適切になさ
れているか
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
になっているか。また、子ども達の活動に合
わせた空間となっているか

保護者等数（児童数） 85
はい

どちらとも
いえない

いいえ

わからない

52

4

1

1

6

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（本人支援及び移行支
援）」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援
内容から子ども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

51

7

児童発達支援計画に沿った支援が行われ
ているか

55

1

8

活動プログラム*3が固定化しないよう工夫さ
れているか

52

4

9

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障がいのない子どもと活動する機会が
あるか

10

運営規定、利用者負担等について丁寧な説
明がなされたか

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
11 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がなされ
たか

保護者に対して家族支援プログラム（ペアレ

12 ント・トレーニング*4等）が行われているか

29

55

いて共通理解ができているか
保
護
者
へ

適切なスペースを確保してお
ります
保育士、音楽療法士、言語聴
覚士、心理士、教員などの専
門職をスタッフとして配置して
おります
ご不明な点があれば管理者
が対応させて頂きます

ご不明な点があれば管理者
が対応させて頂きます

作成されているが、「分析」
は文章のみであり、今後ど
うなっていくのか具体的に
わかりにくいところもある

支援の内容やねらい、今後
の方向性などについてお話さ
せていただいておりますが、
ご不明な点や質問等があり
ましたら担当スタッフ又は、管
理者が対応させて頂きます

ガイドラインを知らない

保護者様への心理的,身体的
ケアを含め総合的な家族支
援となるように必要に応じて
説明させて頂きます

計画されているが、具体的
な支援内容は書かれてい
ないのでわかりにくいと感
じるところもある
同じ訓練でも成長に合わせ
て難易度が上がっている

ご不明な点があれば管理者
が対応させて頂きます

・参加していない
・園が遠く、先生には親か
らの口頭の情報提供に
なっている

地域にある保育園、幼稚園
等と今後連携がとれるように
体制作りに努めます

申込時に説明して頂いた

わかりにくい事柄をわかりや
すく説明できるようにしていま
す。説明で分かりにくかった
点やご不明な点等は、管理
者までお声かけ下さい。

3

2

17

1

子どもの成長、発達に合わせ
たプログラムになるように工
夫させて頂いております

ご不明な点があれば管理者
が対応させて頂きます

53

53

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

13 い、子どもの健康や発達の状況、課題につ

2

8

66 ％

ご意見を踏まえた
対応

1ﾌﾛｱの中で療育を行って
もらっている

成されているか

適
切
な
支
援
の
提
供

割合

・十分な施設と感じている ご不明な点があれば管理者
・障がいの違いがあるので が対応させて頂きます
よくわからないところもある
・1階のトイレは、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化されている

56

54

ご意見

4

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に

5 分析された上で、児童発達支援計画*2が作

56

机上での作業をする時、周
りの注意を遮断できている
ことが、とても良く集中でき
る
・担当は選べない
・人数はわからない

56

52

回収数

56

1

1

2

1

・毎回聞きたいことを質問 ご不明な点があれば管理者
でき、個別に関わって頂い が対応させて頂きます
ている
・療育のあと、話をできる時
があるのでそこで相談する
・子どもへの接し方をその
時々に応じて変えることが
できています
・積極的に伝えるようにして
いる
・共通理解ができるように
心がけている
・療育の後、フィールドバッ
クをしたり、保育園、自宅で
の状況を伝え、相談、アド
バイスを頂いている

療育後に保護者様と話をす
る時間を設け、支援の内容、
ねらい、今後の方向性などに
ついてお話をさせて頂いてお
ります。ご不明な点や質問等
がありましたら、担当スタッフ
又は、管理者までお声かけ
下さい

保
護
者
へ
の
説
明
等

14

定期的に、保護者に対して面談や、育児に
関する助言等の支援が行われているか

父母の会の活動の支援や、保護者会等の
15 開催等により保護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相談や申入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、
16 子どもや保護者に周知・説明され、相談や申
入れをした際に迅速かつ適切に対応されて
いるか

17

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、連絡体制等の情報や業務
18 に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信されているか
個人情報の取り扱いに十分注意されている
19
か

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
染症対応マニュアルを策定し、保護者に周
20
知・説明されているか。また、発生を想定し
た訓練が実施されているか。

21

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

22 子どもは通所を楽しみにしているか

56

・自ら相談した事は、支援さ
れている
・その時その時で相談し助
言を頂けるのがありがたい
・毎回励ましの言葉を頂い
たり、適切なアドバイスを頂
いています

療育後に保護者様と話をす
る時間を設けています。又、
子育てや日常の悩みなど日
常の困りごとをお話しをして
いただける相談も行っていま
す。スタッフまでお声かけ下さ
い

35

秋のイベントに参加をすす
めてもらい、他の保護者と
交流ができた
・保護者会へ参加したこと
がない

就学に向けての保護者会や
講演会等を行っています。ご
案内については、受付ホール
に掲示させていただいており
ます

54

55

40

8

1

2

55

個別療育が主となり、保護者
様の方は見学していただける
体制を整えております。療育
の中に保護者様と話をする
時間を設けており、日常の様
子や最近の出来事など情報
を共有して頂けます

14

・行事は廊下にポスターさ
れている
・もっとイベント事があった
ら嬉しい。遠足やクッキン
グ等

ホームページは不定期で更
新を行っています。
必要な連絡事項に関しまして
は、保護者様の状況に合わ
せて対応させて頂きます。
個人情報の取扱いにつきま
しては、個人情報承諾書を取
り交わし、外部に情報が漏洩
することがないように管理徹
底をしております。

・マニュアルは説明されて
いない
・訓練は参加できた

各マニュアルは受付ホール
に掲示しています。インフル
エンザ等感染の危険性が予
測されるものなどは受付に張
り紙を行い危険喚起を行って
います

・秋に初めて訓練に参加で
きた
・消火器を使ったり、訓練に
親子で参加させて頂きまし
た。使い方など丁寧に教え
て頂きました。

年に2回、防火、防災訓練を
行っています。又、年に1度避
難訓練を行っています。お子
様や保護者様も参加しての
訓練となっています。参加体
験などをご希望のお子様や
保護者様も参加していただけ
ますので、ご希望の際はス
タッフまでお申しつけ下さい

3

・前日から先生の名前を呼
んですごい楽しみにしてい
ます
・毎日カレンダーを見て、き
らきらの日は朝から喜んで
います
・子どもが楽しく通わせて
頂いてます
・とても楽しみにしています

小さなお子様は遊びの中か
ら療育内容に取り組めるよう
にしたり、また、お子様の興
味や関心のあるプログラムを
取り入れながら活動内容やイ
ベントの計画を行っておりま
す。

更に満足していただけるよう
に新しい取り組みなども考え
ながら今後も努めてめていき
たいと思います。

6

・困っていることを相談して
アドバイスをもらう事には
満足している。
・下の子がいるので療育中
にも配慮してもらいありが
たく感じている
・時間等もっとあるといいな
と思う
・とっても満足
・見学スペースがもう少し
だけ広かったら嬉しいです

1

6

1

満
足
度

23 事業所の支援に満足しているか

1

3

55

53

受付にて対応させていただい
ております。又、第三者委員
会を設置し、苦情などの相談
を受付しております

1

53

49

13

*1 この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすること。
*2 児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するア
セスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を
提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理
責任者が作成する。
*3 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日／休日
／長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
*4 保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶこと。子どもが適
切な行動を獲得することを目標としている。

