別添資料５

児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）
公表：2020年3月5日

事業所名
チェック項目

利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で

環
境
・
体
制
整
備

はい いいえ

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

○

子ども一人あたり7.88㎡の床面積を
確保、更衣室、カームダウンのス
ペースを設けている。

今後も安全点検を継続し、運営する。

2 職員の配置数は適切である

○

児童指導員、保育士、障害福祉
サービス経験者を常時3人以上、指
導スタッフとして配置している。

他店舗と連携を取りながらサービスの提供
を行う。

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境になっている。また、障がいの特性に応じ、
3 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

○

共用エレベーターがあ
り、身体障がいの利用
利用児に合わせた対応を継続する。
者も利用できる設備を
完備している。

○

毎日消毒と換気、掃除をし、空気清
浄機も動かしている。遊具や物品等
の物の場所に絵カードを置き、片付
け場所を明確化している。

清掃や遊具点検を継続し、衛生面や安全
面に配慮する。

○

4つの店舗が同じシステム、同じ意
図をもって支援にあたれるように月
1度のスタッフ全員でのミーティング
などで適宜意見交換を行っている。

他店舗と情報共有や意見を交換を継続し
て実施する。

○

年度末にアンケートを記入していた
だいている。評価表は今後活用す
る予定。毎回、保護者の方には見
学をいただいているので情報共有
できている。

今後も継続してアンケートやモニタリングを
実施し、保護者との情報共有を欠かさない
ように行う。

○

ホームページでpdfファ
イルを開示し、誰にでも 今後も保護者の方にわかるように掲示す
閲覧できる形で公表し る。
ている。

○

ピースプラント主催の勉強会を開催
するなどし、その際に第三者の視点
で意見や感想をいただき、改善のヒ
ントにしている。

勉強会の講師や見学の方からの意見を改
善に反映する。

○

定期的に外部講師を招き研修を重
ねている。
また自主的に外部研修をスタッフ受
けに行ける機会も設けている。

外部講師を招いた研修や伝達講習を継続
して実施する。

○

年に一回以上、確実にモニタリング
を行っている。
日々の療育のフィードバックにて保
護者の方と情報共有している。

保護者の方の話の聞き取りや情報を共有
を実施する。

○

評価や観察のポイント
職員での話し合いを継続し、療育の質を確
を外部講師の方からも 保する。
らい改善している。

〇

氷山モデルとICFを参考
に、子どもに起こっている
課題や問題点を統合と解
釈し、支援の方向性を定め 運動機能やコミュニケーションといった
ている。その中で、本人・ 様々な能力の評価や改善案を提供する。
家族・地域との相互作用を
考え、支援内容を検討して
いる。

13 る

○

支援計画を立案し、必
要な役割やアクティビ 引き続き継続して実施する。
ティを提供している。

14 活動プログラムの立案をチームで行っている

○

全利用者の指導アプローチをスタッ
フ全員で共有する会話を毎日、朝
の朝礼と業務終わりに実施してい
る。

職員で話し合いの時間をつくり立案する。

○

指導者だけがプログラムを決めず、
子どもらの自主性や主体性からプ
ログラムを提供するサービススタイ
ルなので、固定化しないように工夫
している。

療育開発やプログラム立案を実施してい
る。

○

保護者へのアンケート調
査や聞き取り調査をもとに
保護者からの聞き取りを参考に作成する。
個別指導、ペア指導、少人
数集団指導を行っている。

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
間となっている
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設

5 定と振り返り）に、広く職員が参画している

保護者等向け評価表により、保護者等に対して
6 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
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
7 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
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務

8 改善につなげている

職員の資質の向上を行うために、研修の機会を

9 確保している

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の

10 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
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化

11 されたアセスメントツールを使用している

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（本人支援及び移行支援）」、「家族支
12 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
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい

適
切
な
支
援
の
提
供

工夫している点

ピースプラント

1 適切である

4 なっている。また、子ども達の活動に合わせた空

業
務
改
善

発達支援ルーム

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を
16 適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し
ている

チェック項目

はい いいえ

今後も職員同士で話す時間を設ける。

○

6ヶ月に1度の割合で聞き取り調査
などで保護者との会話の時間をつ
くっている。また、必ず保護者が指
導現場に同席されるので、毎回の
利用で意見交換を実施している。

情報共有を継続し、作成・立案する。

○

現場責任者が参加して 子どもの情報を普段から職員に共有でき
るようにする。
いる。

○

障害児スポーツ指導員、元支援学
校教員、児童指導員、保育士を中
心に随時適切な相談、助言を実施
している。

○

支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、そ
18 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

○

日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支

定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計

20 画の見直しの必要性を判断している

必ず毎日指導スタッフ
が全スタッフの前で感
一緒に共有する中で、子どもの成長に繋
想、気付き、問題点など げる。
を発表し共有化してい
る。
利用実績記録表と併用
して、ひとりひとりの指
記録を確実に記入する。
導記録を記入してい
る。

○

障がい児相談支援事業所のサービス担当者会

21 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
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関

22 係機関と連携した支援を行っている

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

必ずその日の利用する子どもらの
指導担当スタッフを割り振り、役割
分担を確認している。また、毎朝ス
カイプにて全店舗でのミーティング
を行っている。

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その
17 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

19 援の検証・改善につなげている

工夫している点

情報を増やし、支援に繋げる。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がい
のある子ども等を支援している場合）
23 地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等 〇
の関係機関と連携した支援を行っている

医療ケアの必要な児童
医療ケアの必要な児童の利用が無い。
の利用が無い。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がい
のある子ども等を支援している場合）
24 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

医療ケアの必要な児童
医療ケアの必要な児童の利用が無い。
の利用が無い。

○

相談支援事業所や担当者
会議、保護者様との情報
共有を行っている。また、
今後も情報収集・共有をし、理解に繋げ
他事業所の方や学校の先
る。
生にも療育を見学していた
だき、地域との連携に努め
ている。

移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚

25 園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、支援内 〇
容等の情報共有と相互理解を図っている
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学

26 部）との間で、支援内容等の情報共有と相互理

〇

上記(質問25)に同じ。

今後も情報収集・共有をし、理解に繋げ
る。

大阪市内の発達障害児をサポート
する団体が集まる「ホットメールなに
わ」の会合に定期的に参加し、情報
収集している。また、支援センター
主催の研修会にも随時参加してい
る

ピースプラント以外での情報を仕入れ、支
援に繋げる。

受給者証をもってい
る利用者の方のみと
関わっている。

療育体験会の実施や他事業所に向けた勉
強会などで交流する機会を設けようとして
いる。

解を図っている
他の児童発達支援センターや児童発達支援事
27 業所、発達障がい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

○

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、

28 障がいのない子どもと活動する機会がある

（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・

29 子育て会議等へ積極的に参加している

〇
○

大阪市都島区の地域自立
支援協議会児童部会には 今後も継続して参加する。
定期的に参加している。

○

指導場面に同席されて
いる保護者の方とは、
今後も情報交換を行う。
毎回の利用の際に充実
した意見交換を行って

○

運動・スポーツに関する相
談だけでなく、運動・スポー
ツを利用した子どもさんの 今後も、必要な情報を伝える。
成長に役立つ情報はお伝
えしている。

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子

30 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
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者
31 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
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を

32 行っている

○

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
33 に基づき作成された「児童発達支援計画」を示し 〇
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

館内掲示とともに毎回
の契約時に適切に説 不明な点が無いように確認をしながら説明
明、理解を実施してい する。
る。
支援計画とモニタリングを
作成し、6カ月1度保護者の
方に説明の上、署名・捺印
今後も理解しやすく、説明や記載を継続す
をもらい、保護者の方の
ニーズと事業所の方針に る。
ズレが起きないように方向
性を定めて療育を実施して
いる。

チェック項目

はい いいえ

定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対す

障害児スポーツ指導員、元支援学
校教員、児童指導員、保育士を中
心に随時適切な相談、助言を実施
している。

○

子育てに役立つ講演会
などを外部講師に依頼 今後も保護者の方に参加してもらえるよう
し、保護者の方に紹介 に呼び掛ける。
し参加を促している。

○

児童発達支援管理者を
中心に苦情に対しては
即時対応できるように現体制を継続する。
即時対応するように徹
底している。

定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予
37 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

○

年に2から3回の割合で
ピース新聞を発行し、全て
保護者の方に情報を開示し、説明する。
の利用者に運営の意図や
現状報告を知らせている。

38 個人情報の取扱いに十分注意している

○

確実に施錠できるロッ
カーに保管している。

○

毎回の利用時に必ず、
保護者との直接会話の 情報交換の時間を確保する。
時間をつくっている。

○

勉強会や講演会などを
継続して開催する。
随時開催している。

○

緊急時の対応に関して、フロー
チャート式のマニュアルを作成し、
準じた対応が出来るように職員に
情報共有を実施し、6カ月に1度療
育の中で訓練を実施している。

今後も継続する。

○

6カ月に1度療育の時間の中で、避
難訓練を実施しており、避難に必要
な経路の清掃や経路の確保に努め
ている。

今後も継続する。

療育開始前に、体調の状況や服薬
の調整の内容について確認し、療
育を実施している。

保護者の方に確認を徹底する。

ている
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開
35 催する等により、保護者同士の連携を支援して
いる
子どもや保護者からの相談や申入れについて、
対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者
36 に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速か
つ適切に対応している

障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や

39 情報伝達のための配慮をしている

事業所の行事に地域住民を招待する等地域に

40 開かれた事業運営を図っている

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に
41 周知するとともに、発生を想定した訓練を実施し
ている
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そ

42 の他必要な訓練を行っている

事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこ

非
常
時
等
の
対
応

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

○

34 る相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

工夫している点

43 どもの状況を確認している

食物アレルギーのある子どもについて、医師の

44 指示書に基づく対応がされている

ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有し

45 ている

虐待を防止するため、職員の研修機会を確保す

〇

○

○

46 る等、適切な対応をしている

○

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
47 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

○

保護者の方の悩みに対して、相談・助言の
中で支援する。

施錠忘れが無いよう確認する。

基本的におやつ、食事 今後そのような機会があれば、アレルギー
の有無を確認し、いた場合には指示書を
の提供は行っていな
提出してもらう。
い。
ファイリングし、全ての
スタッフが供覧できるよ ヒヤリハットを共有し、改善する。
うにしている。
月に一度の全体ミー
ティングにて研修を行う 全体ミーティングで伝達講習を実施する。
などし、周知している。
同伴する保護者がいる
ので、身体拘束が必要 保護者の方に確認を行う。
な利用者はいない。

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は事業所全体で行った自己評価です。
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児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）
公表：2020年3月5日

事業所名

1 適切である

○

子ども一人あたり6.77㎡の床面積を
確保、更衣室、カームダウンのス
ペースを設けている。

2 職員の配置数は適切である

○

児童指導員、保育士、障害福祉
サービス経験者を常時3人以上、指
導スタッフとして配置している。

他店舗と連携を取りながらサービス
の提供を行う。

○

必要な場合は介助するようにしてお
り、身体障がい児の方にはエレベー
ターを完備している店舗のご利用を
促している。

利用児に合わせた対応を継続す
る。

○

毎日消毒と換気、掃除をし、空気清
浄機も動かしている。遊具や物品等
の物の場所に絵カードを置き、片付
け場所を明確化している。

清掃や遊具点検を継続し、衛生面や
安全面に配慮する。

○

4つの店舗が同じシステム、同じ意
図をもって支援にあたれるように月
1度のスタッフ全員でのミーティング
などで適宜意見交換を行っている。

他店舗と情報共有や意見を交換
を継続して実施する。

○

年度末にアンケートを記入していた
だいている。評価表は今後活用す
る予定。毎回、保護者の方には見
学をいただいているので情報共有
できている。

今後も継続してアンケートやモニ
タリングを実施し、保護者との情
報共有を欠かさないように行う。

○

ホームページでpdfファ
イルを開示し、誰にでも 今後も保護者の方にわかるように
閲覧できる形で公表し 掲示する。
ている。

○

ピースプラント主催の勉強会を開催
するなどし、その際に第三者の視点
で意見や感想をいただき、改善のヒ
ントにしている。

勉強会の講師や見学の方からの
意見を改善に反映する。

○

定期的に外部講師を招き研修を重
ねている。
また自主的に外部研修をスタッフ受
けに行ける機会も設けている。

外部講師を招いた研修や伝達講
習を継続して実施する。

○

年に一回以上、確実にモニタリング
を行っている。
日々の療育のフィードバックにて保
護者の方と情報共有している。

保護者の方の話の聞き取りや情
報を共有を実施する。

○

評価や観察のポイント
職員での話し合いを継続し、療育
を外部講師の方からも
の質を確保する。
らい改善している。

〇

氷山モデルとICFを参考
に、子どもに起こっている
課題や問題点を統合と解 運動機能やコミュニケーションといっ
釈し、支援の方向性を定
た様々な能力の評価や改善案を提
めている。その中で、本
人・家族・地域との相互作 供する。
用を考え、支援内容を検
討している。

13 る

○

支援計画を立案し、必
要な役割やアクティビ 引き続き継続して実施する。
ティを提供している。

14 活動プログラムの立案をチームで行っている

○

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している

○

利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境になっている。また、障がいの特性に応じ、
3 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
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
4 なっている。また、子ども達の活動に合わせた空
間となっている
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設

5 定と振り返り）に、広く職員が参画している

保護者等向け評価表により、保護者等に対して
6 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
業
務
改
善

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
7 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
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務

8 改善につなげている

職員の資質の向上を行うために、研修の機会を

9 確保している

はい いいえ

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の

10 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
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化

11 されたアセスメントツールを使用している

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（本人支援及び移行支援）」、「家族支
12 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
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい

適
切
な
支
援
の
提
供

ピースプラント2くみ

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標
今後も安全点検を継続し、運営す
る。

チェック項目

環
境
・
体
制
整
備

発達支援ルーム

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を

16 適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し
ている

○

工夫している点

全利用者の指導アプローチをスタッ
フ全員で共有する会話を毎日、朝
の朝礼と業務終わりに実施してい
る。
指導者だけがプログラムを決めず、
子どもらの自主性や主体性からプ
ログラムを提供するサービススタイ
ルなので、固定化しないように工夫
している。
保護者へのアンケート調査や聞き
取り調査をもとに個別指導、ペア指
導、少人数集団指導を行っている。

職員で話し合いの時間をつくり立
案する。
療育開発やプログラム立案を実
施している。
保護者からの聞き取りを参考に
作成する。

チェック項目

はい いいえ

必ずその日の利用する子どもらの
指導担当スタッフを割り振り、役割
分担を確認している。また、毎朝ス
カイプにて全店舗でのミーティング
を行っている。

今後も職員同士で話す時間を設
ける。

○

必ず毎日指導スタッフが全スタッフ
の前で感想、気付き、問題点などを
発表し共有化している。

一緒に共有する中で、子どもの成
長に繋げる。

認している
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、そ

18 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
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支

19 援の検証・改善につなげている

定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計

20 画の見直しの必要性を判断している

利用実績記録表と併用し
て、ひとりひとりの指導記
録を記入している。
6ヶ月に1度の割合で聞き
取り調査などで保護者と
の会話の時間をつくってい
る。また、必ず保護者が指
導現場に同席されるの
で、毎回の利用で意見交
換を実施している。

○

○

障がい児相談支援事業所のサービス担当者会

21 議にその子どもの状況に精通した最もふさわし

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

子どもの情報を普段から職員
に共有できるようにする。

○

障害児スポーツ指導員、
元支援学校教員、児童指
導員、保育士を中心に随
時適切な相談、助言を実
施している。

情報を増やし、支援に繋げる。

医療ケアの必要な児童の 医療ケアの必要な児童の利用が無
利用が無い。
い。

医療ケアの必要な児童の 医療ケアの必要な児童の利用が無
利用が無い。
い。

○

移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚

25 園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、支援内 〇
容等の情報共有と相互理解を図っている
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学

26 部）との間で、支援内容等の情報共有と相互理 〇

相談支援事業所や担当者
会議、保護者様との情報
共有を行っている。また、
他事業所の方や学校の先
生にも療育を見学してい
ただき、地域との連携に努
めている。

今後も情報収集・共有をし、理
解に繋げる。

上記(質問25)に同じ。

今後も情報収集・共有をし、理
解に繋げる。

大阪市内の発達障害児を
サポートする団体が集ま
る「ホットメールなにわ」の
会合に定期的に参加し、
情報収集している。また、
支援センター主催の研修
会にも随時参加している

ピースプラント以外での情報を
仕入れ、支援に繋げる。

解を図っている
他の児童発達支援センターや児童発達支援事

27 業所、発達障がい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

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、
28 障がいのない子どもと活動する機会がある
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・

29 子育て会議等へ積極的に参加している

〇

大阪市都島区の地域自立
支援協議会児童部会には
定期的に参加している。

○

指導場面に同席されてい
る保護者の方とは、毎回
の利用の際に充実した意
見交換を行っている。

持っている
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者
31 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
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を

32 行っている

受給者証をもっている利
用者の方のみと関わって
いる。

○

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子

30 どもの発達の状況や課題について共通理解を

情報共有を継続し、作成・立案
する。

現場責任者が参加してい
る。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がい
のある子ども等を支援している場合）
23 地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等 〇
の関係機関と連携した支援を行っている
（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がい
のある子ども等を支援している場合）
24 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

記録を確実に記入する。

○

い者が参画している
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関
22 係機関と連携した支援を行っている

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

○

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その

17 日行われる支援の内容や役割分担について確

工夫している点

○

○

運動・スポーツに関する相
談だけでなく、運動・ス
ポーツを利用した子どもさ
んの成長に役立つ情報は
お伝えしている。
館内掲示とともに毎回の
契約時に適切に説明、理
解を実施している。

療育体験会の実施や他事業
所に向けた勉強会などで交流
する機会を設けようとしてい
る。
今後も継続して参加する。
今後も情報交換を行う。

今後も、必要な情報を伝える。
不明な点が無いように確認を
しながら説明する。

チェック項目

はい いいえ

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
33 に基づき作成された「児童発達支援計画」を示し 〇
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
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対す
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

34 る相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ
ている
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開

35 催する等により、保護者同士の連携を支援して
いる
子どもや保護者からの相談や申入れについて、
対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者
36 に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速か
つ適切に対応している
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予
37 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

○

支援計画とモニタリングを
作成し、6カ月1度保護者
の方に説明の上、署名・
捺印をもらい、保護者の
方のニーズと事業所の方
針にズレが起きないように
方向性を定めて療育を実
施している。
障害児スポーツ指導員、
元支援学校教員、児童指
導員、保育士を中心に随
時適切な相談、助言を実
施している。
子育てに役立つ講演会な
どを外部講師に依頼し、
保護者の方に紹介し参加
を促している。

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

今後も理解しやすく、説明や記
載を継続する。

保護者の方の悩みに対して、
相談・助言の中で支援する。
今後も保護者の方に参加して
もらえるように呼び掛ける。

○

児童発達支援管理者を中
心に苦情に対しては即時
対応するように徹底してい
る。

即時対応できるように現体制
を継続する。

○

年に2から3回の割合で
ピース新聞を発行し、全て
の利用者に運営の意図や
現状報告を知らせている。

保護者の方に情報を開示し、
説明する。

○

確実に施錠できるロッカー
に保管している。

施錠忘れが無いよう確認す
る。

○

毎回の利用時に必ず、保
護者との直接会話の時間
をつくっている。

情報交換の時間を確保する。

○

勉強会や講演会などを随
時開催している。

継続して開催する。

○

緊急時の対応に関して、フ
ローチャート式のマニュア
ルを作成し、準じた対応が
出来るように職員に情報
共有を実施し、6カ月に1度
療育の中で訓練を実施し
ている。

今後も継続する。

○

6カ月に1度療育の時間の
中で、避難訓練を実施し
ており、避難に必要な経
路の清掃や経路の確保に
努めている。

今後も継続する。

療育開始前に、体調の状
況や服薬の調整の内容に
ついて確認し、療育を実
施している。

保護者の方に確認を徹底す
る。

○

基本的におやつ、食事の
提供は行っていない。

今後そのような機会があれば、ア
レルギーの有無を確認し、いた場
合には指示書を提出してもらう。

○

ファイリングし、全てのス
タッフが供覧できるように
している。

ヒヤリハットを共有し、改善す
る。

46 る等、適切な対応をしている

○

月に一度の全体ミーティン
全体ミーティングで伝達講習を実施
グにて研修を行うなどし、
する。
周知している。

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
47 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

○

同伴する保護者がいるの
で、身体拘束が必要な利
用者はいない。

38 個人情報の取扱いに十分注意している
障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や

39 情報伝達のための配慮をしている

事業所の行事に地域住民を招待する等地域に

40 開かれた事業運営を図っている

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に
41 周知するとともに、発生を想定した訓練を実施し
ている

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そ
42 の他必要な訓練を行っている
非
常
時
等
の
対
応

○

工夫している点

事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこ

43 どもの状況を確認している

食物アレルギーのある子どもについて、医師の

44 指示書に基づく対応がされている

ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有し

45 ている

虐待を防止するため、職員の研修機会を確保す

〇

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は事業所全体で行った自己評価です。

保護者の方に確認を行う。

別添資料５

児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）
公表：2020年3月5日

事業所名
チェック項目

工夫している点

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

〇

子ども一人当たり6.26㎥の床面
今後も安全面に配慮しながら運営
積を確保、更衣室、カームダウ
を行う。
ンを設けている。

2 職員の配置数は適切である

〇

保育士、作業療法士を常時3名
他店舗と連携を取りながら運営を
以上指導スタッフとして配置して
行う。
いる。

〇

絵カードなど視覚支援などの設
備も完備している。
個別療育の為、利用児童に合わ
移動手段が階段しかないが、必 せた関わりを行っていきたい。
要な方には介助をしている。

〇

業務前に職員が清掃する事や
確実に清掃を行い、子ども達が活
空気清浄器を常に完備してい
動をしやすい環境で行う。
る。

〇

全職員が同じシステム、同じ意
図を持って支援にあたれるよう
他店舗と情報交換をすることや職
に月1度のスタッフ全員でのミー
員間での意見交流を行う。
ティングなどで適宣意見交換を
行っている。

6

保護者等向け評価表により、保護者等に
対して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

〇

今後も毎年アンケートで保護者の
年度末にアンケートを記入して
方に記入して頂き、療育の中で参
頂く。毎回、保護者の方には見
考にする。また、療育前後で保護
学をして頂いている為、情報共
者の方と情報共有を取り、共有す
有は出来ている。
る。

7

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

〇

ホームページにて掲載してい
る。

〇

定期的に外部講師を招き研修
今後も外部講師の方を招いた研
を実施している。また、月に一
修や他店舗との情報交換を行い、
度全店舗職員でのミーティング
改善できる機会を設ける。
を実施している。

〇

定期的に外部講師を招き研修
今後も外部講師を招いた研修や
を重ねている。また自主的に外
外部研修を受けたスタッフとの情
部研修をスタッフが受けに行く
報交換できる機会を設ける。
機会も設けている。

〇

年に一回以上、確実にモニタリ
ングを行っている。日々の療育 保護者の方と情報交換を行う中
のフィードバックにて保護者の で、計画や療育を行う。
方と情報共有している。

〇

ピースプラント主催の勉強会を
開催するなどし、その際に第三
者の視点で意見や感想をいた
今後も職員で話し合う中で子ども
だき、改善のヒントにしている。
の発達を支援する。
独自のタイプ分けシステムを採
用し、指導の共有化、効率化を
図っている。

〇

運動・スポーツ指導を利用し運
動機能の改善に留まらず、コ
ミュニケーションスキルやソー
シャルスキルの獲得、向上にも
力を入れている。また、そのノウ
ハウを、同席していただいてい
る保護者の方と共有する事に
力を入れている。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化
された環境になっている。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

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる

4 環境になっている。また、子ども達の活動
に合わせた空間となっている

業務改善を進めるためのPDCAサイクル

5 （目標設定と振り返り）に、広く職員が参
画している

業
務
改
善

いいえ

1 関係で適切である

利用定員が指導訓練室等スペースとの

環
境
・
体
制
整
備

はい

発達支援ルームピースプラント3くみ

第三者による外部評価を行い、評価結果

8 を業務改善につなげている

職員の資質の向上を行うために、研修の

9 機会を確保している

アセスメントを適切に行い、子どもと保護

10 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

子どもの適応行動の状況を図るために、
11 標準化されたアセスメントツールを使用し
ている

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（本人支援及び移
12 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

今後も保護者の方へ分かりやす
い形で提示を行う。

運動機能以外にもコミュニケー
ションスキルやソーシャルスキル
等の様々な能力を保護者の方と
共有し、子どもの成長を促す。

チェック項目

児童発達支援計画に沿った支援が行わ

13 れている

活動プログラムの立案をチームで行って

14 いる
適
切
な
支
援
の
提
供

活動プログラムが固定化しないよう工夫
15 している

はい

〇

全利用者の指導方法を
成長に合わせた関わりや指導方
スタッフ全員で共有する機会を 法をスタッフで共有し、子どもの成
設けている。
長に繋げる。

〇

指導者だけがプログラムを決め
ず、子どもらの主体性や自立性 今後も様々なアイデアから活動プ
からプログラムを提供する為、 ログラムの立案を行い、子どもの
固定化しないように工夫してい 成長に繋げる。
る。

〇

保護者へのアンケート調査や聞
保護者からの聞き取りから児童支
き取り調査をもとに個別指導や
援計画を作成する。
集団指導などを行っている。

〇

必ずその日の利用する子ども
の指導担当のスタッフを割り振
今後も職員同士で話し合う時間を
り、役割分担を確認している。ま
多く設ける。
た、毎朝スカイプにて全店舗で
のミーティングを行っている。

〇

指導スタッフが全スタッフの前で
今後も職員間で情報を共有し、子
感想、気付き、問題点などを発
どもを支援していく。
表し共有している。

〇

利用実績記録表と併用して、ひ
今後も継続し記録を確実に記入
とりひとりの指導記録を記入し
する。
ている。

〇

6か月に1度の割合で聞き取
り調査などで保護者の方と
会話の時間をつくっている。 今後も保護者の方と情報交換
また、必ず保護者の方が指 を積極的に行い、児童支援計
導現場に同席されているの 画を作成する。
で、毎回の利用で意見交換
を実施している。

支援開始前には職員間で必ず打合せを
担について確認している

支援終了後には、職員間で必ず打合せを

18 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

日々の支援に関して記録をとることを徹

19 底し、支援の検証・改善につなげている

定期的にモニタリングを行い、児童発達

20 支援計画の見直しの必要性を判断してい
る

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

児童発達支援計画に沿った関
児童発達支援計画に基づき、子
わりやプログラムを行い、支援
どもの成長を支援する。
している。

計画を作成している

17 し、その日行われる支援の内容や役割分

工夫している点

〇

子どもの状況に応じて、個別活動と集団

16 活動を適宜組み合わせて児童発達支援

いいえ

チェック項目

はい

いいえ

障がい児相談支援事業所のサービス担

21 当者会議にその子どもの状況に精通した

〇

最もふさわしい者が参画している

工夫している点

担当者会議の前に、
職員で情報共有をしてから
参加している。

子どもの情報を普段から職員
に共有できるようする。

連携が難しい。

他の事業所や相談支援とは密
に連携をとって支援出来てい
る。

母子保健や子ども・子育て支援等の関係

〇

22 者や関係機関と連携した支援を行ってい
る
（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障がいのある子ども等を支援している場
合）
23 地域の保健、医療、障がい福祉、保育、
教育等の関係機関と連携した支援を行っ
ている
（医療的ケアが必要な子どもや重症心身
障がいのある子ども等を支援している場
24 合）
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

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

移行支援として、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
25 間で、支援内容等の情報共有と相互理解
を図っている

〇

医療ケアの必要な児童の利 医療ケアの必要な児童の利用
用が無い。
が無い。

〇

医療ケアの必要な児童の利 医療ケアの必要な児童の利用
用が無い。
が無い。

〇

同伴されている保護者から
随時情報を提供して頂いて 今後も保護者の方と情報交換
いる。また所属されている施 を行い、支援の理解をして頂け
設からの見学もあり、支援の るようにする。
理解を共有している。

〇

引き続き放課後等ピースプラ
ントとして利用を継続して頂く 今後も継続し子どもの支援を
ことも可能。他の事業所との 促す。
情報共有もしている。

〇

大阪市内の発達障害児をサ
ポートする団体が集まる
ピースプラント以外での情報を
「ホットメールなにわ」の会合
仕入れ、支援に繋げる。
に定期的に参加し、情報収
集している。

移行支援として、小学校や特別支援学校

26 （小学部）との間で、支援内容等の情報共
有と相互理解を図っている

他の児童発達支援センターや児童発達
支援事業所、発達障がい者支援センター
27 等の専門機関と連携し、助言や研修を受
けている

保育所や認定こども園、幼稚園等との交

28 流や、障がいのない子どもと活動する機

〇

会がある

大阪市都島区の地域自立支
今後も定期的に参加し、情報
援協議会児童部会には定期
を共有を行う。
的に参加している。

〇

指導場面に同伴されている
保護者の方とは、毎回の利 今後も子どもの状況など把握
用の際に充実した意見交換 できるように情報交換を行う。
を行っている。

ている

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

30 い、子どもの発達の状況や課題について

障害の無い子どもとの交流機
会はあまり設けていない。しか
し、地域のおもちゃ図書館にて
障がいのない子どもと関わる
勉強会、療育体験などを実施
機会は少ない。
している。また、他事業所に向
けて勉強会を開催し、交流する
機会を設けている。

〇

（自立支援）協議会子ども部会や地域の

29 子ども・子育て会議等へ積極的に参加し

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

共通理解を持っている

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

31 アレント･トレーニング等）の支援を行って

〇

ペアレントトレーニン
グは実施していない。

運動・スポーツに関する相談だ
けでなく、成長に役立つ情報を
お伝えしている。

不明な点が無いように保護者
の方と確認を取りながら、説明
を行っている。

いる

32 説明を行っている

〇

館内掲示とともに毎回の契
約時に適切な説明、理解を
実施している。

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
33 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

〇

支援計画を説明時に保護者
今後も保護者の方に理解され
の方に確認をしてもらいなが
やすいようにい説明を行う。
ら説明をしている。

〇

保育士や作業療法士などの
保護者の方の悩みに対し、相
専門的な職員を中心に随時
談や助言が出来るように支援
適切な相談、助言を実施して
を行う。
いる。

運営規程、利用者負担等について丁寧な

定期的に、保護者からの子育ての悩み等

34 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

チェック項目

はい

いいえ

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

子育てに役立つ講演会など
今後も機会を作り、保護者の
を外部講師に依頼し、保護
方に参加して頂くように呼びか
者の方に紹介し参加を促し
けを行う。
ている。

〇

児童発達支援管理者を中心
今後も即時対応できるようにす
に苦情に対しては、即時対
る。
応するようにしている。

〇

SNSやアンケートの結果を開
今後も保護者の方に情報を開
示し、利用者に運営の意図
示し、説明を行う。
や現状報告を知らせている。

〇

施錠に忘れが無いように職員
確実に施錠できるロッカーに
で
保管している。
確認を行う。

〇

毎回の利用時に必ず、保護 時間のある限り保護者の方と
者との直接会話の時間を
の情報交換の時間を確保す
作っている。
る。

携を支援している

子どもや保護者からの相談や申入れに
ついて、対応の体制を整備するとともに、
36 子どもや保護者に周知し、相談や申入れ
があった場合に迅速かつ適切に対応して
いる

定期的に会報等を発行し、活動概要や行

37 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

38 個人情報の取扱いに十分注意している

障がいのある子どもや保護者との意思の

39 疎通や情報伝達のための配慮をしている

事業所の行事に地域住民を招待する等

〇

40 地域に開かれた事業運営を図っている

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等を策定し、

勉強会など参加しやすいよう ピースプラント主催の勉強会や
にしている。
講演会を随時開催している。

〇

年に１回以上、利用してくれ
ている児童と保護者同伴で、 今後も実施していきたい。
時間を取り、実施している。

〇

年に1回以上、利用してくれ
ている児童と保護者同伴で、 今後も実施していきたい。
時間を取り、実施している。

〇

事前に同伴する保護者の方 保護者の方に確認を行いなが
に確認を行っている。
ら、活動を進める。

〇

今後もそのような機会があれ
基本的に食事の提供をして ば、アレルギーの有無を確認
いない。
し、いた場合は指示書を提出し
てもらう。

〇

ファイリングし、全てのスタッ ヒヤリハットを職員で共有し、
フが確認出来るようにしてい 改
る。
善できるようにする。

46 確保する等、適切な対応をしている

〇

全体ミーティングを通し、研修
月に一度の全体ミーティング
で
にて研修を行うなどし、周知
学んだことを全職員で共有す
している。
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
47 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

〇

同伴する保護者がいる為、
身体拘束が必要な利用者は 保護者の方に確認を行う。
いない。

41 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

非常災害の発生に備え、定期的に避難、

42 救出その他必要な訓練を行っている

事前に、服薬や予防接種、てんかん発作

43 等のこどもの状況を確認している
非
常
時
等
の
対
応

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

〇

父母の会の活動を支援したり、保護者会

35 等を開催する等により、保護者同士の連

工夫している点

食物アレルギーのある子どもについて、

44 医師の指示書に基づく対応がされている

ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で

45 共有している

虐待を防止するため、職員の研修機会を

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は事業所全体で行った自己評価です。
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事業所名
チェック項目

利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で
1 適切である

2 職員の配置数は適切である
環
境
・
体
制
整
備

工夫している点

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

〇

子ども一人当たり９.
６８㎥の床面積を確 今後も安全面に配慮しながら運
保、更衣室、カーム 営を行う。
ダウンを設けている。

〇

保育士、作業療法士
を常時3名以上指導 他店舗と連携を取りながら運営を
スタッフとして配置し 行う。
ている。

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境になっている。また、障がいの特性に応じ、
3 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達 〇
等への配慮が適切になされている

1階にて実施している
こともあり、身体障が
いの利用者も利用で
個別療育の為、利用児童に合わ
きる。また、絵カード
せた関わりを行っていきたい。
など視覚支援などの
設備も完備してい
る。

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
4 なっている。また、子ども達の活動に合わせた空 〇
間となっている

業務前に職員が清
掃する事や空気清浄 確実に清掃を行い、子ども達が活
器を常に完備してい 動をしやすい環境で行う。
る。

業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設

5 定と振り返り）に、広く職員が参画している

業
務
改
善

はい いいえ

発達支援ルームピースプラント４くみ

〇

4つの店舗が同じシ
ステム、同じ意図を
持って支援にあたれ
るように月1度のス 他店舗と情報交換をすることや職
タッフ全員でのミー 員間での意見交流を行う。
ティングなどで適宣
意見交換を行ってい
る。

保護者等向け評価表により、保護者等に対して
6 事業所の評価を実施するとともに、保護者等の 〇
意向等を把握し、業務改善につなげている

他店舗同様、今年度
末にアンケートを記
入して頂き、評価表
は今後活用する予
定。毎回、保護者の
方には見学をして頂
いている為、情報共
有は出来ている。

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
7 ともに、その結果による支援の質の評価及び改 〇
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

ホームページにて掲 今後も保護者の方へ分かりやす
載する。
い形で提示を行う。

第三者による外部評価を行い、評価結果を業務

8 改善につなげている

〇

今後も毎年アンケートで保護者の
方に記入して頂き、療育の中で参
考にする。また、療育前後で保護
者の方と情報共有を取り、共有す
る。

定期的に外部講師を
招き研修を重ねてい 今後も外部講師の方を招いた研
る。また、月に一度 修や他店舗との情報交換を行
のミーティングを行っ い、改善できる機会を設ける。
ている。

チェック項目

職員の資質の向上を行うために、研修の機会を

9 確保している

はい いいえ

〇

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の
10 ニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発 〇
達支援計画を作成している

子どもの適応行動の状況を図るために、標準化

11 されたアセスメントツールを使用している

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

定期的に外部講師を
招き研修を重ねてい
今後も外部講師を招いた研修や
る。また自主的に外
外部研修を受けたスタッフとの情
部研修をスタッフが
報交換できる機会を設ける。
受けに行く機会も設
けている。
年に一回以上、確実
にモニタリングを行っ
ている。日々の療育 保護者の方と情報交換を行う中
のフィードバックにて で、計画や療育を行う。
保護者の方と情報共
有している。
ピースプラント主催
の勉強会を開催する
などし、その際に第
三者の視点で意見や
感想をいただき、改 今後も職員で話し合う中で子ども
善のヒントにしてい の発達に良い影響を促す。
る。独自のタイプ分
けシステムを採用し、
指導の共有化、効率
化を図っている。

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（本人支援及び移行支援）」、「家族支
12 援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの 〇
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

運動・スポーツ指導
を利用し運動機能の
改善に留まらず、コ
ミュニケーションスキ
ルやソーシャルスキ
ルの獲得、向上にも
力を入れている。ま
た、そのノウハウを、
同席していただいて
いる保護者の方と共
有する事に力を入れ
ている。

児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
13 る

〇

児童発達支援計画
に沿った関わりやプ 児童発達支援計画に基づき、子
ログラムを行い、支 どもの成長を支援する。
援している。

〇

全利用者の指導方
法を
成長に合わせた関わりや指導方
スタッフ全員で共有 法をスタッフで共有し、子どもの成
する機会を設けてい 長に繋げる。
る。

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している 〇

指導者だけがプログ
ラムを決めず、子ど
もらの主体性や自立 今後も様々なアイデアから活動プ
性からプログラムを ログラムの立案を行い、子どもの
提供する為、固定化 成長に繋げる。
しないように工夫して
いる。

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を
16 適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し
ている

保護者へのアンケー
ト調査や聞き取り調
保護者からの聞き取りから児童
査をもとに個別指導
支援計画を作成する。
や集団指導などを
行っている。

14 活動プログラムの立案をチームで行っている
適
切
な
支
援
の
提
供

〇

工夫している点

〇

運動機能以外にもコミュニケー
ションスキルやソーシャルスキル
等の様々な能力を保護者の方と
共有し、子どもの成長を促す。

チェック項目

はい いいえ

〇

認している

支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、そ
18 の日行われた支援の振り返りを行い､気付いた 〇
点等を共有している

必ず毎日指導スタッ
フが全スタッフの前
今後も職員と一緒に共有する中
で感想、気付き、問
で、子どもの成長に繋げる。
題点などを発表し共
有化している。

日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支
19 援の検証・改善につなげている
〇

利用実績記録表と
併用して、ひとりひ 今後も継続し記録を確実に記
とりの指導記録を 入する。
記入している。

定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計

20 画の見直しの必要性を判断している

障がい児相談支援事業所のサービス担当者会
21 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

〇

6か月に1度の割合
で聞き取り調査な
どで保護者の方と
会話の時間をつ
今後も保護者の方と情報交換
くっている。また、
を行い、児童支援計画を作成
必ず保護者の方が
する。
指導現場に同席さ
れているので、毎
回の利用で意見交
換を実施している。

〇

担当者会議の前
に、
子どもの情報を普段から職員
職員で情報共有を
に共有できるようする。
してから参加してい
る。

母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関

22 係機関と連携した支援を行っている

〇

連携が難しい。

他の事業所や相談支援とは密
に連携をとって支援出来てい
る。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がい
のある子ども等を支援している場合）
23 地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等 〇
の関係機関と連携した支援を行っている

医療ケアの必要な
医療ケアの必要な児童の利用
児童の利用が無
が無い。
い。

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がい
のある子ども等を支援している場合）
24 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を 〇
整えている

医療ケアの必要な
医療ケアの必要な児童の利用
児童の利用が無
が無い。
い。

移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚

25 園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、支援内 〇
関
係
機
関

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

必ずその日の利用す
る子どもらの指導担
当のスタッフを割り振
り、役割分担を確認 今後も職員同士で話し合う時間を
している。また、毎朝 多く設ける。
スカイプにて全店舗
でのミーティングを
行っている。

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その

17 日行われる支援の内容や役割分担について確

工夫している点

容等の情報共有と相互理解を図っている

同伴されている保
護者から随時情報
を提供して頂いて
今後も保護者の方と情報交換
いる。また所属され
を行い、支援の理解をして頂け
ている施設からの
るようにする。
見学もあり、支援の
理解を共有してい
る。

チェック項目
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携

はい いいえ

〇

解を図っている

大阪市内の発達障
害児をサポートす
る団体が集まる
ピースプラント以外での情報を
「ホットメールなに
仕入れ、支援に繋げる。
わ」の会合に定期
的に参加し、情報
収集している。

他の児童発達支援センターや児童発達支援事

27 業所、発達障がい者支援センター等の専門機関 〇
と連携し、助言や研修を受けている

保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、

28 障がいのない子どもと活動する機会がある

〇

指導場面に同伴さ
れている保護者の
方とは、毎回の利 今後も子どもの状況など把握
用の際に充実した できるように情報交換を行う。
意見交換を行って
いる。

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子

〇

持っている

保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者
31 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

障害の無い子どもとの交流機
会はあまり設けていない。しか
障がいのない子ど し、地域のおもちゃ図書館にて
もと関わる機会は 勉強会、療育体験などを実施
少ない。
している。また、他事業所に向
けて勉強会を開催し、交流する
機会を設けている。

大阪市都島区の地
域自立支援協議会 今後も定期的に参加し、情報
児童部会には定期 を共有を行う。
的に参加している。

（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・
29 子育て会議等へ積極的に参加している
〇

30 どもの発達の状況や課題について共通理解を

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

引き続き放課後等
ピースプラントとし
て利用を継続して 今後も継続し子どもの支援を
頂くことも可能。他 促す。
の事業所との情報
共有もしている。

移行支援として、小学校や特別支援学校（小学

26 部）との間で、支援内容等の情報共有と相互理

工夫している点

〇

ペアレントトレーニ
運動・スポーツに関する相談だ
ン
けでなく、成長に役立つ情報を
グは実施していな
お伝えしている。
い。

運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を
32 行っている
〇

館内掲示とともに
不明な点が無いように保護者
毎回の契約時に適
の方と確認を取りながら、説明
切な説明、理解を
を行っている。
実施している。

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
33 に基づき作成された「児童発達支援計画」を示し 〇
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

支援計画を説明時
に保護者の方に確 今後も保護者の方に理解され
認をしてもらいなが やすいようにい説明を行う。
ら説明をしている。

チェック項目

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等

はい いいえ

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対す
34 る相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ 〇
ている

保育士や作業療法
士などの専門的な 保護者の方の悩みに対し、相
職員を中心に随時 談や助言が出来るように支援
適切な相談、助言 を行う。
を実施している。

父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開
35 催する等により、保護者同士の連携を支援して 〇
いる

子育てに役立つ講
演会などを外部講 今後も機会を作り、保護者の
師に依頼し、保護 方に参加して頂くように呼びか
者の方に紹介し参 けを行う。
加を促している。

子どもや保護者からの相談や申入れについて、
対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者
36 に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速か 〇
つ適切に対応している

児童発達支援管理
者を中心に苦情に
今後も即時対応できるようにす
対しては、即時対
る。
応するようにしてい
る。

定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予
37 定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対し 〇
て発信している

SNSやアンケートの
結果を開示し、利
今後も保護者の方に情報を開
用者に運営の意図
示し、説明を行う。
や現状報告を知ら
せている。

38 個人情報の取扱いに十分注意している

〇

確実に施錠できる 施錠に忘れが無いように職員
ロッカーに保管して で
いる。
確認を行う。

障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や
〇
39 情報伝達のための配慮をしている

毎回の利用時に必
時間のある限り保護者の方と
ず、保護者との直
の情報交換の時間を確保す
接会話の時間を
る。
作っている。

事業所の行事に地域住民を招待する等地域に

40 開かれた事業運営を図っている

〇

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に
41 周知するとともに、発生を想定した訓練を実施し 〇
ている

非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そ

42 の他必要な訓練を行っている

事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこ

43 どもの状況を確認している
非
常

工夫している点

勉強会など参加し
ピースプラント主催の勉強会や
やすいようにしてい
講演会を随時開催している。
る。
年に１回以上利用
してくれている
児童と保護者同伴 今後も実施していきたい。
で、時間を取り、実
施している。

〇

年に1回以上利用
してくれている
児童と保護者同伴 今後も実施していきたい。
で、時間を取り、実
施している。

〇

事前に同伴する
保護者の方に確認を行いなが
保護者の方に確認
ら、活動を進める。
を行っている。

チェック項目
時
等
の
対
応

食物アレルギーのある子どもについて、医師の

44 指示書に基づく対応がされている

はい いいえ

〇

工夫している点

課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標

今後もそのような機会があれ
ば、アレルギーの有無を確認
基本的に食事の提
し、
供をしていない。
いた場合は指示書を提出して
もらう。

ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有し
45 ている
〇

ファイリングし、全
ヒヤリハットを職員で共有し、
てのスタッフが供覧
改
出来るようにしてい
善できるようにする。
る。

虐待を防止するため、職員の研修機会を確保す
46 る等、適切な対応をしている
〇

月に一度の全体
ミーティングにて研
修を行うなどし、周
知している。

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
47 事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達 〇
支援計画に記載している

同伴する保護者が
いる為、身体拘束
保護者の方に確認を行う。
が必要な利用者は
いない。

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は事業所全体で行った自己評価です。

全体ミーティングを通し、研修
で
学んだことを全職員で共有す
る

