
事業所自己評価アンケート結果まとめ 総合発達支援プラザふらっぷ （放課後等デイサービスじゃんぷ） 

 実施日：平成 30年 1月 4日 回収率 100％ 6/6名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見 まとめ 

・場所として狭い 

・個別の部屋の確保が難しい 

・学校休業日の休憩が難しい 

 （多機能型のため、時間が部分的

に重なる） 

・身体的に支援の必要なお子さんに

対しては段差などが多い 

・バリアフリーでない部分を利用し

て支援をしている。 

現状では、バリアフリーで

ない部分を利用して支援に

活かしている部分もある

が、対象の特性が幅広いた

め、それに見合う環境の整

備を行う必要があると考え

ています。今後、新規の建

物を建設予定なので、その

際に考慮していきます。 

 

意見 まとめ 

・アンケートを行い、支援などの見

直しをしている。 

・自己評価が初めての為、まだ行っ

ていない。これまでのアンケートの

結果はお便りで配布している。 

・年数回の臨床発達心理士（大学教

授）の指導を受けている。 

・児童発達では標準化された検査を

導入しているが、放デイでは導入で

きていない。 

・月 1回の事業所内勉強会を設けて

いる。法人、本部内等でも研修を多

く受けられる。 

今回のアンケート調査結果

をもとに、業務改善につな

げていきたいと考えます。

そのために、業務内容の振

り返り、質の向上のための

研修の機会等に対して時間

を確保し、取り組んで行き

たいと思っています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．利用定員が指導訓練室等スペースとの

関係が適切であるか

２．職員の配置数は適切であるか

３．事業所の設備などについて、バリアフ

リー化の配慮が適切になされているか

環境・体制整備

はい どちらともいえない いいえ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

４．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）に、広く職員…

５．保護者向け評価表を活用する等により

アンケート調査を実施して保護者等の意…

６．この自己評価の結果を、事業所の会報

やホームページ等で公開しているか

７．第三者による外部評価を行い、評価結

果を業務改善につなげているか

８．職員の資質の向上を行うために、研修

の機会を確保しているか

業務改善

はい どちらともいえない いいえ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見 まとめ 

・児童発達では標準化された検査を

導入しているが、放デイでは導入で

きていない。直接観察での評価が

主。 

・1回/週のミーティングの中で、計

画と現状をスタッフ間で確認して

いる。 

・目標に沿った活動を取り入れてい

るが、同じ動きを促す時にも、異な

った活動で促したりしている。 

・長期休暇時は利用時間が長くなる

ため、運動、製作、調理などを利用

児に合わせて設定。 

・半年ごとに見直しを検討してい

る。モニタリングの仕方等には課題

がある。 

 

 

標準化された評価について

は、児童発達支援では取り

入れているが、放課後等デ

イサービスに関しては、今

後取り入れていくために検

討中です。活動のプログラ

ムに関しては、個別・特別

支援計画書をもとに目標に

沿った活動を取り入れてい

ます。ほっぷ・じゃんぷそ

れぞれの担当スタッフを決

め、リーダーを中心に内容

の振り返りを実施しなが

ら、随時、修正・展開して

います。計画書の見直しは、

半年ごとに実施しています

が、お子さんによって、ま

たは時期によっては、モニ

タリングの頻度、方法、相

談支援専門員との連携の仕

方等に課題があります。ご

家族や関係機関との連携の

仕方を含めて見直しを図っ

ていきたいと思います。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

９．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うえで、放課…

１０．子どもの適応行動の状況を図るために、標

準化されたアセスメントツールを使用しているか。

１１．活動プログラムの立案をチームで行っている

か

１２．活動プログラムが固定化しないよう工夫して

いるか

１３．平日・休日・長期休暇に応じて、課題を決め

て細やかに設定して支援しているか

１４．子どもの状況に応じて、個別活動と集団活

動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス…

１５．支援開始前には職員間で必ず打ち合わせを

し、その日行われる支援の内容や役割分担に…

１６．支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせ

をし、その日行われた支援の振り返りを行い、…

１７．日々の支援に関して正しく記録をとることを

徹底し、支援の検証・改善につなげているか

１８．定期的にモニタリングを行い、放課後等デイ

サービス計画の見直しの必要性を判断してい…

１９．ガイドラインの総則の基本活動を複数組み

合わせて支援をおこなっているか

適切な支援の提供

はい どちらともいえない いいえ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見 まとめ 

・月 1回程度の病院小児科、リハビ

リとの合同カンファに参加し、事例

検討会等を実施。 

・基幹センター主催の研修等への参

加はあるが、直接助言を頂く機会は

ない。センターではないが、児に関

わる機関との情報共有などは必要

に応じて連絡をとっている。 

・児童館などに行くこともあるが、

回数としては多くない。地域の方と

の普段の関わりはあるが、同世代の

子どもたちとの関わりは少ない。 

・年に数回勉強会を設け、対応力の

等の向上を図っている。また日頃上

手くいった方法などを保護者に伝

え、ご家庭での実践もすすめてい

る。 

・年に 1回、児童発達、放デイを利

用されている親御さん向けの勉強

会を実施し、交流を持てるようにし

ている。しかし、回数としては少な

いのかもしれない。 

・外部講師（発達心理の教授）を依

頼し、保護者向けの相談会、スタッ

フの支援方法に対するアドバイス

を頂く機会を年 2回設けている。 

関係機関との連携に関して

は、相談支援専門員を軸と

しながらも、事業所として

どのように連携を図ってい

く必要があるのか、また発

信していく必要があるのか

を検討していかなければな

らないと考えています。地

域との交流に関しては、検

討課題であり、今後の行事

の在り方や、外出の際の関

わり方等を見直し、地域交

流の機会を設けていきたい

と思います。保護者向けの

勉強会、相談会は継続して

実施していく予定で、相談

会に関しては、平成 30 年

度は 4回/年に増やし、子ど

もたちの変化を見て頂きな

がら、より具体的に相談を

受け、支援力の向上にもつ

なげていきたいと思いま

す。 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２０．障害児相談支援事業所のサービス担当者

会議にその子どもに精通した最もふさわしい者

が参画しているか

２１．学校との情報共有（年間行事・行事予定等

の交換、子どもの下校時刻の確認等）、連絡調

整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）を…

２２．医療的ケアが必要な子どもの受け入れる

場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えて

いるか

２３．就学前に利用していた保育所や幼稚園、

認定こども園、児童発達支援事業所との間で情

報共有と相互理解に努めているか

２４．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へ移行する

場合、それまでの支援内容等の情報を提供…

２５．児童発達支援センターや発達障害者支援

センターなどの専門機関と連携し、助言や研修

を受けているか

２６．放課後児童クラブや児童館との交流や、

障害のない子どもと活動する機会があるか

２７．（地域自立支援）協議会等へ積極的に参

加しているか

２８．日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

い、子どもの発達状況や課題について共通理

解を持っているか

２９．保護者の対応力の向上を図る観点から、

保護者に対してペアレント・トレーニング等の支

援を行っているか

関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携

はい どちらともいえない いいえ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           作成日：平成 30年 3月 26日 

意見 まとめ 

・虐待に関する研修への参加は行っ

ている。事業所内で、対応について

などの勉強会は未実施である。今後

は実施していく必要がある。 

・児の特性や状態、リスク等につい

て面談でお話し、事業所でどのよう

に対応するかなどを計画書にも記

載し、保護者との共通理解を図って

いる。また、対応などの変更等があ

れば、保護者と話すようにしてい

る。 

・ご家族に対して、アレルギーの有

無、アレルギーへの対応（医師の意

見も含めて）を聞いている。 

・ヒヤリハットなどは書面にまと

め、本部内委員会でも話合い、その

内容を事業所で共有している。対応

に対しては、事業内での対策内容が

不足している部分もある。 

・1回/週全スタッフで共有。日々の

ことはチームごとに報告とミーテ

ィングノートに記載し共有できる

ようにしている。 

非常時の項目ごとにマニュ

アルの作成を行っています

が、公表はしていなかった

ため、今後、保護者の皆様

にも提示していきたいと思

います。 

面談時期に関わらず、児の

状況の変化等に応じて、職

員の対応方法等を、保護者

と共有するようにしていき

ます。 

食物アレルギーのある児に

関しては、アレルギーの内

容や対応方法について、ご

家族や医師と共有しながら

整備していきます。 

ヒヤリハットにおいては、

日々、振り返り、対応策を

共有しています。今後は、

実施後、対応策として適し

ているのかどうかを検証し

ながら更なる改善を目指し

ていきたいと思います。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

３８．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、職員や保護…

３９．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を行っているか

４０．虐待を防止するため、職員の研修機会を

確保するなど、適切な対応をしているか

４１．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…

４２．食物アレルギーのある子どもについて、医

師の指示に基づく対応がされているか

４３．ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で

共有しているか

非常時の対応

はい どちらともいえない いいえ


