【2021年度】事業所向けサービス自己評価表（放課後等デイサービス）
チェック項目
利用定員が指導訓練室等ス
1 ペースとの関係で適切である
か

環
境
・
体
制
整
備

2 職員の配置数は適切であるか

事業所の設備等について、バ
リアフリー化や情報伝達等へ
3 の配慮が適切になされている
か

清潔で、心地よく過ごせる環
境になっているか。また、子
4 ども達の活動に合わせた空間
となっているか

業務改善を進めるための
PDCAサイクル（目標設定と
5 振り返り）に、広く職員が参
画しているか
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
6 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

業
務
改
善

支援の質の評価及び改善の内
7 容を、事業所の会報やホーム
ページ等で公開しているか

はい いいえ

職員の資質の向上を行うため
るか

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
10 題を客観的に分析した上で、
個別支援計画を作成している
か
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

11 スメントツールを使用してい

チェック項目

〇

偏ったプログラムにならないよう十分に
留意します。また、プログラムをチーム
で具体的に話し合いより良いものとなる
ように努めます。

〇

引き続き、児童の興味・関心などに合わ
個々に案を持ち寄り偏ったプログラムに
せ、様々な遊具を準備配置していきま
ならないように工夫しています。主担当
す。環境設定、活動内容にメリハリをつ
決めではパターン化しないよう配慮して
けスタッフ間で十分に話し合い児童にお
います。
ろしていきます。

〇

児童が十分に楽しめるよう様々な企画を考
えています。あそびの中から興味が広が
平日と休日・長期休暇の活動内容の目標
り、達成感から、自信、意欲が育つよう意
設定を明確にさせた上で、児童それぞれ
識しています。課題は個々それぞれに設定
しています。また繋がる支援となるように の課題に応じた支援に努めていきます。
努めています。

〇

適
切
な
支援開始前には職員間で必ず
支
打合せをし、その日行われる
17 支援の内容や役割分担につい
援
て確認しているか
の
提
供

児童も一人の人格を持った人であること
を基本に個に応じた支援の内容を考えて
います。静と動の活動、個と集団の活動
など幅広い視野で計画を作成するように
しています。

〇

毎朝、昼のミーティングにて話し合って
います。イレギュラーなことも多く発生
引き続きミーティングで当日の内容を確
しますが、落ち着いて安心、安全をベー
認し、不備のないよう努めていきます。
スに安定した支援となるよう努めていま
す。

支援終了後には、職員間で必
ず打合せをし、その日行われ
18 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

〇

伝達、申し送りを必ず行っています。ま
日々の積み重ねを大切にしています。欠
た、記録もこまめに行っています。当日
かさず行うことでより深い支援となるよ
の朝に再度、情報共有、確認をし周知し
う努めます。
ています。

〇

記録をこまめにするように徹底していま 記録をもとに事業所内で十分に話し合っ
す。また、その内容をスタッフ全員が確 ています。実際の支援にしっかり反映し
認するようにしています。
ていけるよう努めていきます。

〇

月に1～2回モニタリング会議を行い、
定期的に行っています。また、必要時に 個々の課題や目標設定、個別支援計画の
は適宜行うようにしています。
見直し・検討をしてより良い支援に努め
ていきます。

〇

ガイドラインを周知し、個々のニーズを
コンセプトに沿ってバランスよく組み込
整理し活動に組み込むように努めていき
むように努めています。
ます。

〇

担当者が参加しています。また、必要に応
じて管理者も参加しています。事前に相談
支援員より目的等を確認し事業所内でミー
ティングを行っています。また、当日に向
け、書類等の資料をまとめ参加するように
しています。

〇

バリアフリーなど室内環境の設定には十
分配慮しております。スタッフの配置場 引き続きバリアフリーなどの室内環境に
所、声掛け等に留意し安全保障に努めて 留意し環境を整えていきます。
います。

15 て、課題をきめ細やかに設定

〇

毎日の清掃、消毒を行っております。また常時、換気
扇の作動、窓による換気、ジアイーノによる空気清浄
を行なっています。室温や湿度にも配慮しています。
子どもたちの興味やニーズに合わせた玩具や道具を準
備、配置し、提供の方法や遊び方、目的、目標を明確
にしスタッフ全員で一貫した支援に努めています。

毎日の清掃、消毒は欠かすことなく行い
ます。

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
16 わせて個別支援計画を作成し
ているか

〇

毎日、支援についての振り返りや情報共
有をしています。スタッフそれぞれが目
的を持って支援にあたっています。ま
た、毎月支援計画に沿って全スタッフで
話し合う機会を設定しています。

支援の理解を広げ深めるために研修に参
加しています。これからは更に支援の手
立てがより適格かつ具体的なものとなる
ようスタッフ全体で考え実践していきま
す。

〇

アンケート調査を実施し、集計をもとに
事業所で話し合っています。ご意見、ご ご意見、ご要望を頂けた際には、真摯に
要望を頂けた際には、真摯に受け止め丁 受け止め丁寧な対応を心掛けています。
寧な対応を心掛けています。また改善点 また改善点を明確にお伝えしています。
を明確にし伝えています。

〇

評価、改善点などをホームページで公開 アンケート調査の結果をホームページに
しています。
て公開しています

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
19 の検証・改善につなげている
か

第三者による外部評価は実施しておりま 社内で事業所評価を行い、業務改善に努
せん。
めています。

定期的にモニタリングを行
20 い、個別支援計画の見直しの
必要性を判断しているか

〇

研修時間を確保し、十分に参加していま 積極的に研修に参加し専門性を高めるよ
す。また、研修の報告や事業所内での伝 う努めます。研修報告をスタッフ間でも
達研修も行っています。
共有しチームで実践していきます。

21 動を複数組み合わせて支援を

〇

懇談会や日々の送迎時、連絡ツールを使
用し、適切にニーズを拾っています。ま
引き続き、アセスメントを適宜行ってい
たそれをもとに事業所内で目標や課題に
きます。
ついて話し合い、分析し作成していま
す。

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
関 22 の状況に精通した最もふさわ
係
しい者が参画しているか

標準化されたアセスメントツールを適宜 アセスメントツールを適宜使用し、変更
使用し、記録しています。また、それを 等があればすぐに修正しより良い支援に
支援に反映しています。
努めていきます。

〇

支援内容は分かりやすく具体的な表現で
記載し、それに沿って支援を進めていま 引き続き個別支援計画書の具体的な計画
す。アンケートにより『家族支援の項目 内容をもとにチームで支援にあたってい
は具体性もあり実施されている』と評価 きます。
して頂いています。

ハッピーライフたいしょう

個々それぞれの案を会議時に提示するよ
うにしています。また日々のミーティン
グでも良いものがあれば共有していま
す。

〇

〇

事業所

改善内容又は改善目標

年齢層、性別などバランスよく配置出来て
いるとアンケートで評価して頂いていま
す。配置基準も守っています。個性も得意 引き続き適切なスタッフ配置に努めてい
な分野もそれぞれです。スタッフ個々が良 きます。
いところを最大限に生かし支援に努めてい
ます。

〇

2021年12月
工夫している点

〇

るか

個別支援計画には具体的な支
援内容が設定され、また計画
12 に沿った支援が行われている
か

改善内容又は改善目標

コンセプトに沿って室内環境設定をしてい
ます。また児童がそれぞれの支援に沿った 収納棚の配置や収納方法、使用方法を児
環境で過ごせるよう収納棚の配置や収納方 童の状況に合わせ室内の環境設定をして
法、使用方法を工夫しています。十分なス いきます。
ペースを保障できています。

第三者による外部評価を行
8 い、評価結果を業務改善につ
なげているか

9 に、研修の機会を確保してい

工夫している点

調査実施年月

活動プログラムの立案をチー
13 ムで行っているか

活動プログラムが固定化しな

14 いよう工夫しているか

平日、休日、長期休暇に応じ
して支援しているか

ガイドラインの総則の基本活
行っているか

機
関
【児発】移行支援として、保
や
育所や認定こども園、幼稚
保
園、特別支援学校（幼稚部）
23 等との間で、支援内容等の情
護
報共有と相互理解を図ってい
者
るか
と
の
【児発】移行支援として、小
連
学校や特別支援学校（小学
携 24 部）との間で、支援内容等の
情報共有と相互理解を図って
いるか

はい いいえ

児童の様子や状況をもとに個別活動、集
団活動の目標や、発達段階に合わせた目
標を設定し、職員全員で幅の広い支援に
努めていきます。

担当者が持ち帰った情報をスタッフ全員
で共有しています。スタッフ全員が共通
の理解を持って支援に当たるよう努めて
いきます。

チェック項目
【放デイ】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
25 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

はい いいえ

工夫している点

改善内容又は改善目標

チェック項目

〇

学校によって様々ですが、共有のご協力
が頂けるようお願いしています。また、 メールや電話連絡を中心に行っていま
学校や大阪市のホームページも活用して す。対応時間を保護者様の状況に合わせ
います。基本は保護者様からの連絡で対 て行うよう配慮しています。
応させて頂いています。

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
37 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

【放デイ】就学前に利用して
いた保育所や幼稚園、認定こ
26 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

〇

必要に応じて、相談支援員、他機関と連
相談支援員、他機関と連携し、こまめに
携しています。ケース会議も行っていま
情報交換や共有することでより良い支援
す。情報交換や共有することでより良い
に努めていきます。
支援に努めています。

定期的に会報等を発行し、活
動概要や行事予定、連絡体制
38 等の情報を子どもや保護者に
保
対して発信しているか

【放デイ】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
27 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

〇

相談支援員より、依頼があれば行ってい 相談支援員に相談し、依頼があれば行っ
ます。また、それまでの記録や情報は厳 ていきます。また、それまでの記録や情
重に取り扱っています。
報は厳重に取り扱っています。

〇

研修に参加しています。また、分かりに
センター主催の研修など積極的に参加す
くかった部分は質問をし助言を頂いてい
るよう努めていきます。
ます。

〇

地域の行事（どんど焼きや地蔵盆、エイサー祭
り、消防署のイベントなど）を始め、福祉会館
などの色々な行事に参加しています。コロナの
影響で近年は参加も縮小していますが、公園な
どで一般の児童と関わる姿が見られます。安全
を確保したうえ、可能な限り機会を保障してい
ます。

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
関 28 機関と連携し、助言や研修を
係
受けているか

機
関
や
【放デイ】放課後児童クラブ
保
や児童館との交流や、障害の
29 ない子どもと活動する機会が
護
あるか
者
と
の
【児発】保育所や認定こども
連
携 30 園、幼稚園等との交流や、障
害のない子どもと活動する機

社会情勢に合わせ、近年は参加を縮小し
ています。落ち着いたら再開いたしま
す。

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
32 の状況や課題について共通理
解を持っているか

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
33 アレント･トレーニング等の
支援を行っているか

運営規程、支援の内容、利用
34 者負担等について丁寧な説明
を行っているか
保

護
者
へ
保護者からの子育ての悩み等
の
に対する相談に適切に応じ、
35 必要な助言と支援を行ってい
説
るか
明
責
任
父母の会の活動を支援した
等
り、保護者会等を開催する等
36 により、保護者同士の連携を
支援しているか

めの配慮をしているか

機会があれば積極的に参加していきま
す。

〇

迅速に対応をするようにしています。その
際、原因、問題点、改善点を明確にしお伝
えできるように努めています。また、本部
に連絡、報告し状況に応じて本部と連携し
ながら適切に対応するようにしています。

保護者様からのご意見を真摯に受け止め
事業所内で十分に話し合うよう努めてい
ます。また本部と連携しスムーズに対応
できるように努めていきます。

〇

ブログ配信をしています。保護者さまに楽
しく気軽に見て頂けるよう敢えて簡単な
タッチのものにしています。また、時折専
門的なことを難しいと感じないように細心
の注意を払いながら組み込むよう工夫して
います。

引き続き日々の活動の様子をブログにて
発信していきます。楽しく見て頂けるよ
う努めていきます。その他、行事予定な
どの情報につきましては適宜、書面にて
お渡ししていきます。

〇

厳重に取り扱っています。日頃より事業
個人情報保護法に基づき十分に注意、取
所内でも確認しています。また、必要に
り扱わせていただきます。
応じて本部と連携し対応しています。

〇

個々の状況に応じて配慮工夫していま
個々の状況、環境に応じて配慮工夫して
す。特性の理解に努め必要に応じて支援
いきます。必要に応じて、こちらから相
ツールの活用など行い意思疎通や情報伝
談、提案していきます。
達に努めています。

事業所の行事に地域住民を招

〇

運営を図っているか

非常災害の発生に備え、定期
43 的に避難、救出その他必要な
訓練を行っているか

〇

機会があれば参加しています。

〇

連絡帳や送迎時に活動内容や様子をお伝
連絡帳や、送迎時に活動の内容や児童の
えしていきます。具体的な支援の内容、
様子を伝えています。発達状況や、課
経過、目標についても、スタッフ全員が
題、相談についても随時お伝えしていま
より詳しくお伝えできるよう努めていき
す。定期的に懇談会も行っています。
ます。

〇

保護者さまの悩みや大変さに寄り添い理
解に努めています。また客観的に捉え整
スタッフ全員で真摯に取り組んでいきま
理したり、専門的な知識をもとに保護者
す。
さまと一緒にという思いで支援にあたっ
ています。

〇

保護者さまより『具体的にどのように支
個別に説明をさせて頂いています。送迎
援しているのか分かりにくい』というお
時、連絡帳、懇談会などで、専門用語は
声を頂いています。目的や手立てを明確
使用せず分かりやすくご説明するように
に、更に丁寧にお伝えしていけるよう努
心掛けています。
めます。

〇

保護者さまより『すぐに対応して頂いて
助かります』というお声を頂いていま
外部研修や事業所内研修を引き続き行い
す。迅速に丁寧に的確にを心掛けていま ながら、専門知識や視野の向上に努めま
す。他機関とも協力し引き続き支援させ す。
て頂きます。

47 て事業所内で共有しているか

お仕事をされている方が多くなかなか実
保護者さまより要望があれば機会を作り
現しにくいのが現状です。さらにコロナ
たいと思います。様々な状況を考慮し安
感染症の影響で難しくなっています。今
全を確保したうえ行います。
後の課題でもあります。

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
48 護者に事前に十分に説明し了
解を得た上で、個別支援計画
に記載しているか

〇

改善内容又は改善目標

41 待する等地域に開かれた事業

緊急時対応マニュアル、防犯
マニュアル、感染症対応マ
42 ニュアルを策定し、職員や保
護者に周知しているか

会があるか。

（地域自立支援）協議会等へ
31 積極的に参加しているか

護
者
へ
の
個人情報に十分注意している
39 か
説
明
責
任
等
障害のある子どもや保護者と
40 の意思の疎通や情報伝達のた

工夫している点

はい いいえ

虐待を防止するため、職員の

44 研修機会を確保する等、適切
な対応をしているか

非
常
時
事前に服薬や予防接種、てん
等 45 かん発作等の子どもの状況を
確認しているか
の
対
応
食物アレルギーのある子ども
46 について、医師の指示書に基
づく対応がされているか

ヒヤリハット事例集を作成し

現在、出来ていません。

衛生面、安全面を確保したうえで、子ど
もたちの状況や、社会情勢などに留意し
検討していきます。

〇

マニュアル策定しています。保護者さま
マニュアル策定し事業所内にあります。
に広く知って頂けるように。入所時によ
スタッフには周知徹底しています。混乱
り丁寧に、ご説明させていただくように
を避けるために、必要時に保護者様にお
努めます。また保護者さまに手に取って
知らせ、ご説明するようにしています。
見て頂けるよう工夫いたします。

〇

保護者さまより『土曜日のレクの一環だ
けではなく平日も行って欲しい』とのお
声を頂いています。避難訓練は定期的に
防災学習も併せて行っています。また、
校外学習として見学も行っています。

〇

社内に虐待防止委員を設置し、社内全ス
タッフを対象に定期的に研修を行ってい 引き続き適切な対応に努めます。
ます。

〇

入所時に確認し情報を管理させて頂いて
います。また、定期的な面談、状況に合 引き続き個々に応じて対応します。また
わせて適宜お伺いしています。保護者さ 必要に応じてお声かけさせていただきま
まからご連絡いただいた情報も同様に管 す。
理し職員全員で共有・周知しています。

〇

入所時に確認し情報を管理させて頂いてい
ます。また、定期的な面談、状況に合わせ 引き続き個々に応じて対応します。また
て適宜お伺いしています。保護者さまから 必要に応じてお声かけさせていただきま
ご連絡いただいた情報も同様に管理しス
す。
タッフ全員で共有・周知しています。

〇

ヒヤリハット事例集を作成し全員で共
有、話し合い、改善に努めています。

〇

児童、保護者さまに説明しご了解頂いた
うえ組織的に決定し個別支援計画書に記 引き続き安心してご利用いただくために
載させて頂いています。必要となった場 保護者さまとこまめな連絡をとり確認、
合は保護者さまに経緯、状況、状態など 情報共有に努めます。
の詳細をお伝えしています。

土曜日利用以外の児童も参加しやすいよ
う曜日指定ではなく日にち指定にするな
ど検討し、次年度より改善出来るよう準
備しています。

ミーティングにてこまめに情報共有して
います。記録に残すよう努めます。

ハッピーライフ株式会社

