
公表日：令和　3　年　3　月　31　日 事業所名：発達支援ゆず本山ルーム

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

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

比較的広いスペースを確保している。感染予
防対策としてパーテーションを常用し、空間
の区分けを実施している。

概ね満足いただいている。
【ご意見】
・広々と遊ばせてもらっています。
・毎回のびのびと遊び、活動ができています。

現状対応していきます。

2 職員の適切な配置

法令に基づき、適切に配置している。保育
士、児童指導員を中心に、心理士などの専
門職も配置し、専門性のあるサービスを提供
している。

概ね満足いただいている。
【ご意見】
・色々な専門家がいますが、自分の子の特性にあってい
るのかが疑問です。
・専門的に答えてくださったり、手作りのおもちゃがあっ
たり、いつもすごい！！と思います。

専門家が担当させていただく場合には、目的
をご理解、ご納得いただけるよう説明をさせ
ていただきます。

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

掲示物をなくす、不要なものは表に出さない
など、集中しやすい環境に配慮している。ま
た個別対応として、事前に具体物を提示す
る、スケジュールを掲示するなど視覚化する
ことで安心して活動できるよう配慮している。

概ね満足いただいている。
【ご意見】
・バリアフリーかと問われると２階に上がらな
ければならない。

今後も、工夫しながら継続していきます。

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

スタッフにより毎日の清掃を実施している。ま
た活動やお子様の特性に合わせてパーテー
ションを用いて部屋を区切るなどし、活動に
集中しやすい環境を整えるよう配慮してい
る。

概ね満足いただいている。
【ご意見】
・いつもきれいに清掃がされていて、ありがた
いです。子どもが事務スペースに入っていっ
てしまうのが申し訳ないです。

現状対応していきます。

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

定期的なスタッフ面談・担当者同士のディス
カッションを行う中で、PDCAサイクルについ
て、各スタッフが常に認識できるよう務めてい
る。

現状対応していきます。

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施

現在第三者評価は実施していないが、定期
的なスタッフ面談を行う中で、各スタッフの業
務における課題・目標設定を行っている。

現状対応していきます。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

定期的なスタッフ研修・ケースミーティングを
通して、スタッフのサービスの質・スキル等の
資質向上を目指している。

今後も積極的に日々の中での研修を行って
いきます。

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

保護者様のニーズ、お子様の特性を適切に
評
価し、客観的な視点でプログラムを立案でき
るよう留意した上で、支援計画を作成してい
る

現状対応していきます。概ね満足いただいている
【ご意見】
・こちらが質問していない（気付けていない）

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添様式2
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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・内容区分

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

個別療育を主軸に、小集団プログラムを取り入れ
ている。また、保育所等訪問支援利用者には、集
団生活ともリンクした計画を作成している。

現状対応していきます。

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

保護者ニーズを踏まえ、課題の設定を行い、
具体的な手だての立案、記載を行っている。

スタッフ研修などにより、より有益性のある支
援計画となるよう努力します。

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

支援計画をもとに、日々支援内容や方法を
検討し、修正を行なっている。

保護者様にわかりやすいよう、より丁寧で、
詳しいフィードバックを行っていきます。

5 チーム全体での活動プログラムの立案
勤務日程の都合上、全スタッフが集まって立
案することは難しいが、オンラインを利用して
の情報共有、連携を取り立案を行っている。

今まで以上に、スタッフ間の連携を密に取
り、チームとしての質の向上を図ります。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援

長期休みならではの小集団を実施したり、平
日ならではのゆずカフェ（保護者の会）を実
施している。長期休暇中は保護者、後はお
子様に、より配慮した支援を行っている。

長期休暇中、後の配慮は、今後も継続して
いきます。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫の
実施

定着を目指す上で、繰り返し実施することは
あるが、そのお子様の変化、成長、興味に合
わせプログラムを準備している。

お子様の自己肯定感をあげる取り組みを積
極的に行なっていきます。

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

その日のレッスン前にスタッフ間で内容の確
認や役割分担を行っている。

継続していきます。

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

同日に勤務しているスタッフ間ではレッスン
終了後にその日の支援の振り返りを行い、
他の曜日間では、記録をもとに文書などを用
いて報告や連携を行っている。

継続していきます。

適
切
な
支
援
の
提
供

（
続
き

）

こちらが質問していない（気付けていない）
子どもの特性についても”こんな風に関わっ
ていけば良くなるよ”というアドバイスをもらえ
たりする点は、目からウロコで通えてよかっ
たなと思っています。
・毎回子どもの特性や課題に合わせたプロ
グラムを準備してくださっており、親子ともど
も楽しみにしています。プログラムの内容が
どういった効果があり、どの程度子どもが対
応できているかといったフィードバックがされ
ると、有効な時間になると思います。
・毎回、その課題の設定の目的を説明しても
らえるとありがたいです。

概ね満足いただいている。

【ご意見】
・来る度、目新しい課題が有り、すごいと思い
ます。
・子どものペースに合わせていただいている
ので、同じ遊びが増えるのは仕方ないと思い
ます。
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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・内容区分

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

スタッフ間の記述方法も共通言語を使うこと
で、より記述の標準化を図っている。

今後もレベルアップを目指します。

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

半年に１度のペースでモニタリングを実施
し、計画の見直しを行っている。子どもに著し
い変化があった場合には、この頻度ではな
い。

継続していきます。

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
者会議への参画

必要に応じて、サービス担当者会議への参
加を行なっている。

今後も必要に応じ、会議への参加を行なって
いきます。

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

非該当

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

非該当

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、お子様の通園先の園などと、
電話等による連携を行なっている。また、保
育所等訪問支援を通じて、より細やかな情報
共有、方向性の確認を行っている。

今後、今まで以上に連携ネットワークを広げ
ていきます。

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

各研修については、スタッフへ適宜情報を提
供し、必要に応じて個々で受講している。

継続していきます。

7

児童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

直接的な交流は行なっていないが、お子様
の通園先の園児や先生方に児の特性を知っ
てもらうことの重要性は認識している。

概ね満足いただいているが、「わからない」
「いいえ」との回答もある。
【ご意見】
・園生活主体で過ごしているので、必要あり
ません。

必要に応じて、ネットワーク作りを行なってい
きます。
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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・内容区分

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

現在は実施していない。
地域社会を巻き込んだ事業展開の方法につ
いて、今後も模索・検討していきます。

1
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
な説明

契約時や面談時には一つひとつ丁寧・親切
な説明を行なっている。

概ね満足いただいている。
【ご意見】
・とても丁寧に説明してくださいます。

今後もよりホスピタリティある対応を目指しま
す。

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

面談において支援内容を説明する際には、
個別支援計画を提示し、子どもの課題とそれ
に応じた目標や具体的な支援内容について
一つひとつ説明を行っている。

概ね満足いただいている。 今後も丁寧な説明を行なっていきます。

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

保護者支援は、お子様への支援以上に力を
入れている。

概ね満足いただいている。 今後も継続していきます。

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

レッスン中およびレッスン後には、必ず保護
者へのフィードバックを行っている。

より丁寧に、わかりやすく説明することを、徹
底していきます。

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

子育てや療育に関するお悩みについては、
親身になって相談をお聞きし、優しく助言す
るのが弊事業所の最大の特徴である。スタッ
フ個人としての意見は控え、事業所として責
任ある言動を徹底している。

今後も継続していきます。

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

保護者同士が集い、自由に話せる場「ゆずカ
フェ」を不定期で開催し、保護者同士の交流
支援の場を作っている。

概ね満足いただいているが、「わからない」「いい
え」との回答もある。
【ご意見】
・いつか参加したい！！
・現状の悩みや今後の不安などが共有できると嬉
しいです。子どもの支援はあるが、保護者の支援
はほとんどないので。
・保護者が楽しめるように工夫してくれてます。

もっとゆずカフェを実施していきます。

保
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概ね満足いただいている。
【ご意見】
・”日頃から””定期的に”ではないが、こちら
の質問に対していつも丁寧に応えていただ
いて、帰ってから主人と共有し、育児に活か
すようにしています。
・不安なことがあれば気軽に相談に乗って頂
ける雰囲気があり、親としては心強いです。
・いつでも気軽に相談でき雰囲気で、少しで
も不安なことはすぐに解決してくれてます。



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・内容区分

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

苦情があれば、都度スタッフまたは児発管・
管理者に伝えていただくよう契約時に説明を
している。苦情発生時には迅速に対応した上
で、保護者様へ還元している。また、内容に
ついては有り難く受け止め、スタッフ間で共
有し、再発防止に努めている。

概ね満足いただいているが、「わからない」と
の回答もある。
【ご意見】
・苦情にあたったことがなく・・・。

より気軽に相談できる雰囲気作りを行なって
いきます。

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

節度と配慮をもった意思疎通や情報伝達を
行なっている。

概ね満足いただいている。
【ご意見】
・何でもすぐに行動してくれています。

今後も分かりやすい説明と配慮を行なってい
きます。

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

You Tube、ブログを通して、療育全般につい
ての情報発信も積極的に行っている。

概ね満足いただいているが、「わからない」との回
答もある。
【ご意見】
・ゆず全体としての活動は、HPで分かるけれど、
こういうふうに活動をして、こういう結果が得られ
るようにしている、という具体的な活動と結びつけ
た内容がブログなどで見られると嬉しいです。

個人情報に配慮した上で、ゆずの療育の様
子もお知らせできるよう検討していきます。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

個人情報の持ち出しがないよう徹底してい
る。また、個人が特定できるものを誰もが見
ることができる場所に置かないなどの配慮を
行っている。

概ね満足いただいている
【ご意見】
・個人用ファイルが他の親子から見える場所
に置かれているのは、少し気になります。

できるだけ死角にならないよう、スタッフの作
業スペースがオープンになっています。ご指
摘頂いたとおり、個人情報の取扱にはより配
慮し、内容、名前が他者から確認できないよ
うにしていきます

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

救急時対応については、スタッフへの周知は
もちろんのこと契約時に保護者に対し説明を
行っている。感染防止対策は、出来る範囲の
実施、協力依頼を行っている。

概ね満足いただいているが、「わからない」
「いいえ」という回答もある。

今後もより意識して継続していきます。

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

避難訓練の実施頻度が少ないが、スタッフ全
員が対応できるよう、報告書で情報共有を
行っている。

概ね満足いただいているが、「わからない」
「いいえ」という回答もある。

色々な場面を想定した訓練を実施してきま
す。

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

入職時研修にて、人権および虐待防止研修
を行っている。

今後も、新入職時および定期的な研修を
行っていきます。

援
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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・内容区分

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

身体拘束を行う場面はない。
身体拘束を行わなくても支援ができる方法を
模索・実践していきます。

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

給食やおやつを提供する機会はない。

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

ヒヤリハット発生時には管理者に報告すると
ともに報告書の作成を義務付けている。また
報告書は全スタッフに回覧し再発防止に努
めている。

今後も継続していきます。

等
の
対
応
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