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
公表日： 2021（令和３）年1月25日

(別添様式２)

事業所名：ゆらんこ
サービス種類：児童発達支援事業・放課後等デイサービス（多機能型）

区分

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

保護者の評価

少しでもｽﾍﾟｰｽを確保する為に、常設や常備されてある物品
利用定員に応じた指導訓練室等スペース を最低限にしている。また、活動中に使用しなくなった机やい はい３５ どちら５
すにを随時、片付けている。今年度は、コロナのこともあり、 運動やダンスをする時には、狭いと思う
２階を利用し、分散して過ごす方法も取る。

1 の十分な確保
環
境
・
体
制
整
備

2 職員の適切な配置
本人にわかりやすい構造、バリアフリー

はい１８ どちら１７ いいえ５
手すりがあるかわからない

現状の取り組みを継続しながら、現実的に配
置や修繕が可能かどうかを検討していく。

4

はい３８ どちら２
壁のかざりが、とてもかわいい
季節感が感じられる

現状の取り組みを継続する。
子どもたちの作品などについても、掲示する機
会も大切にしていく。

第三者による外部評価を活用した業務改

2 善の実施

3

適
切
な
支
援
の
提
供

今年度より、持ち建物になった。今後は、必要であれば、修
繕を検討していく。現状は、物品などを用意したり、個々に合
の特性に応じた設備整備
わせた対人での支援で補っている。
通所前、降所後の清掃の徹底。また、日々の打ち合わせや
職員会議にて不備などがあった点について職員間で共有
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動
し、改善をしている。
に合わせた生活空間の確保
季節感を取り入れた壁面、誕生児などの掲示などを職員が
毎月制作し、掲示して児童を迎えている。
業務改善を進めるためのPDCAサイクル 職員会議や日々の打ち合わせまた振り返り時にて、議論、
（目標設定と振り返り）への職員の積極的 検討を重ねている。また、引き続きノートを活用しながら、各
な参画
職員の気づきを共有し、検討するようにもしている。

現状の取り組みを継続する。
各職員の専門性をより高めていく。

3 化、情報伝達等に配慮した環境など障害

1
業
務
改
善

配置基準のみでなく、利用される児童に合わせて、職員を配
はい３８ どちら２
置。

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容
現状の取り組みを継続すると共に、コロナの様
子を伺いながら社会資源を有効に使っていくこ
とも検討する（体育館などの公共の場の利用を
検討）。

1

2

現状の取り組みを継続する。

第三者による外部評価は受けていない。

法人にて検討していく。

年１回の法人研修を実施
施設においても、研修年間計画を立て、実施している（新人
職員の資質の向上を行うための研修機会
研修・障害について・人権擁護・自己研鑽をテーマに）
の確保
外部研修については、今年度はコロナのこともあり、オンライ
ン開催のみ参加
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
定期的に現在の子どもの実態を把握することを目的に担当
のニーズや課題を客観的に分析した上で
者会議を開き、アセスメントを行っていると共に、保護者から はい３８ どちら２
の児童発達支援計画又は放課後等デイ
の要望の聞き取りをおこなっている。
サービス計画の作成

現状の取り組みを継続する。その中で、各職員
に応じた研修の充実を、より図る。また、事業
所内での目標をねらいに研修を行う。オンライ
ンなどの活用も継続していく。
より保護者や本人の思いが気軽に話ができる
機会も増やしていく。

現状の取り組みを継続する。
子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団
はい３８ どちら２
利用児に合わせた、活動内容（個別および集団）を組み合わ
コロナ感染拡大予防を基本にしながらの療育
活動を適宜組み合わせた児童発達支援又
コロナで昼食がなくなり、小学校に向けてして
せながら、計画を立てている。
を行っている。非日常が続いている為、随時保
は放課後等デイサービス計画の作成
もらいたかったことが全体的に足りない
護者にもしっかりと説明、同意を求めていく。
児童発達支援計画又は放課後等デイサー

3 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

項目および具体的な支援内容を記載して作成している。

はい３８ どちら２

現状の取り組みを継続する。

区分

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

児童発達支援計画又は放課後等デイサー サービス担当者会議・職員会議・日々の打ち合わせにて支
援方針や方法を確認し、現場に臨んでいる

4 ビス計画に沿った適切な支援の実施

5 チーム全体での活動プログラムの立案

適
切
な
支
援
の
提
供
（
続
き
）

さまざまな職員が、活動プログラムの立案を担当し、企画→
検討→試行→検討→実施のサイクルを職員全体で行い、プ
ログラムを決定している。

6

1日の生活の活動量や各児童の目標にしていることに合わ
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか せてプログラムを立案するように努めている。しかし、今年度
な支援
については、コロナの影響もあり、時間を短縮、分散登所を
している期間もある。

7

季節の行事の取り入れ、家庭ではなかなか経験できないこ
活動プログラムが固定化しないような工夫 となどを、週間ごとにメインの活動内容として企画し、行って
の実施
いる。また、家庭でも引き続き取り組めるような活動も視野に
入れて展開している。

支援開始前における職員間でその日の支

保護者の評価

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

はい３７ どちら３
コロナの為、おやつが中止になっているが、
ゆらんこでは色々なおやつを食べてくれるし、
食べる場面を見て欲しいこともあり、早く再開
して欲しい

現状の取り組みを継続する。
コロナ感染拡大予防を基本にしながらの療育
を行っている。非日常が続いている為、随時保
護者にもしっかりと説明、同意を求めていく。ま
た、可能な策があるかどうかも検討していく。

現状の取り組みを継続する。

より利用児に合わせた活動が提供できるよう
に検討していく。

はい３７ どちら３
・楽しみながら取り組めるように色々工夫
されている。興味を引く内容になっている さまざまな視点を持ちながら、活動内容を提案
・いつも色々な制作をして楽しんでいるよ していけるように取り組んでいく。
うで、家でも「ゆらんこで作った〇〇をやり
たい」と言って作りました

受け入れ前に、必ず打ち合わせを実施。その際、利用児に

8 援内容や役割分担についての確認の徹底 ついての情報共有や前回利用時の様子を振り返り、当日の

現状の取り組みを継続する。

支援について出勤職員に伝達、確認を行っている。

9

支援終了後の記録記載時に行う。業務上や職員の勤務時
支援終了後における職員間でその日行わ
間上、それが難しい場合もある。次の日の打ち合わせ時に
れた支援の振り返りと気付いた点などの情
振り返りや申し送りを行い、不足分においては、職員会議に
報の共有化
て行う。

現状の取り組みを継続する。
より、振り返り時間をしっかりと確保できるよう
に
取り組む。

日々の支援に関しての正確な記録の徹底 個別の記録に日々の様子を記載し、そこから検討していく課
題を抽出している。

現状の取り組みを継続する。

10 や、支援の検証・改善の継続実施

定期的なモニタリングの実施及び児童発

定期的なモニタリングを実施。保護者に対しても、モニタリン

11 達支援計画又は放課後等デイサービス計 グを書面にして説明。見直しにつなげている。

現状の取り組みを継続する。

画の見直し

子どもの状況に精通した最もふさわしい者

基本的には、児童発達支援管理責任者が出席している。必

1 による障害児相談支援事業所のサービス 要に応じて、担当職員も同席している。

現状の取り組みを継続する。

担当者会議への参画

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） 相談員と情報交換を行いながら、
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育 支援の目的などを確認し、支援をしている
等の関係機関と連携した支援の実施

現状の取り組みを継続する。

区分

関
係
機
関
と
の
連
携

チェック項目

現状評価（実施状況・工夫点等）

保護者の評価

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

児童発達支援事業にて受け入れ実績あり。母子通所という
こともあり、保護者が
医療的ケアをしながら利用して頂いている。現状として、保護
者から連絡をして頂くことになっている

4

児童発達支援事業所からの円滑な移行支
保護者や相談支援員に連絡調整や必要性を伝え、サービス
援のため、保育所や認定こども園、幼稚
担当者会議を開催。在園時の様子や入園、入学に向けての
園、小学校、特別支援学校（小学部）等と
情報交換を行っている。
の間での支援内容等の十分な情報共有

保護者、相談支援員を軸に、より連携していけ
るようにしていく。

5

放課後等デイサービスからの円滑な移行
現在、小学校6年生までの受け入れのみであり、障害福祉
支援のため、学校を卒業後、障害福祉
サービス事業所への移行がない。小学校卒業時には、新た
サービス事業所等に対するそれまでの支
な事業所への引継ぎなどを行っている。
援内容等についての十分な情報提供

現状の取り組みを継続する。

今後は、保護者を通して医療機関とも情報交
換ができるような体制も整えていく。

児童発達支援センターや発達障害者支援

6 センター等の専門機関と連携や、専門機

専門機関での研修を受ける機会を増やしてい
きたい。

研修の情報がある際は、随時参加を検討している。

関での研修の受講の促進

7

8

児童等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 地域の子どもたちが集まるであろうという場所に出かけてと
イサービスの場合の放課後児童クラブや いうことはあるが、交流を目的にということは、現在実施でき はい１０ どちら１９ いいえ１１
児童館との交流など、障害のない子どもと ていない。
活動する機会の提供
地域行事への参加は実績もあるが、今年度はコロナの為、
事業所の行事への地域住民の招待など地 そのような行事が中止になり、参加できていない。事業所自
域に開かれた事業の運営
体も、同様に中止や規模縮小になっており、実施できていな
い
支援の内容、利用者負担等についての丁

1 寧な説明

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

地域資源を見直しながら、取り入れていくことも
検討する。
事業所より、地域に向けての企画もしていく。
また、交流の機会の情報収集をしながら、積極
的に参加していく。

契約時において説明を徹底。また説明の為の紙面を用意。

はい３９ どちら１

現状の取り組みを継続する

懇談の機会を取り、説明を行っている。

はい４０

現状の取り組みを継続する

児童発達支援計画又は放課後等デイサー

2 ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧
な説明
保護者の対応力の向上を図る観点から、

3 保護者に対するペアレント･トレーニング等
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
・
連
携
支

の支援の実施

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

はい２５ どちら１２ いいえ３
児童発達支援では、保護者通所になっており、実際に共に
時間を過ごしながら支援の方法や子育てについての助言や
実際を伝えている。放課後等ﾃﾞｲでは、連絡帳や電話相談及 はい３９ どちら１
び面談の機会を取るなどして徹底や支援を行っている。

保護者からの子育ての悩み等に対する相

5 談への適切な対応と必要な助言の実施

6

今年度は、定期的な研修連続研修を計画していたが、コロナ
父母の会の活動の支援や、保護者会の開 のことがあり、全てが中止となる。
催による保護者同士の連携支援
就学前の保護者対象に少人数で、プロフィールファイルの書
き方講座のみを行う

より充実した保護者への支援ができるように研
修の機会や職員とのやり取りの確保、また情
報提供を行っていく。
上記のことを、職員と共有もしっかりとしていく。

はい３８ どちら１ いいえ１
もっと機会を増やして欲しい
はい１９ どちら１７ いいえ４
コロナの為、なかった
定期的な保護者同士でのやり取りができる場
昨年度はあったと思う
所また、気軽に相談し合える機会などを作って
今年は、コロナで親が集まる機会が少な いけるように検討する。
かったですが、落ち着いたらまた意見交
換できる場を作って欲しいです。

区分
チェック項目
現状評価（実施状況・工夫点等）
保護者の評価
支
子どもや保護者からの苦情に対する対応
援
保護者からの苦情等などがあった場合は、施設全体で周知 はい３１ どちら７
7 体制整備や、子どもや保護者に周知及び また対応を検討し、改善していっている。
苦情がないのでわからない２
苦情があった場合の迅速かつ適切な対応
障害のある子どもや保護者との意思の疎

8 通や情報伝達のための配慮

定期的な会報等の発行、活動概要や行事

児童発達支援では、保護者と通所の為、その時その場で口
頭でやり取りを行っている。放課後等については、連絡帳や はい３７ どちら３
必要に応じて送迎時での情報伝達、電話連絡を行っている。
毎月の活動予定の発行、定期的な通信の発行を行ってい

9 予定、連絡体制等の情報についての子ど る。

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容
現状の取り組みを継続する。

現状の取り組みを継続する。

はい３７ どちら３

現状の取り組みを継続する。

職員への個人情報保護についての認識を徹底。保護者に向
けては、個人情報使用同意書及び写真掲載の同意書を取っ はい３７ どちら３
て取り扱いに注意している。掲示物などにも、配慮している。

現状の取り組みを継続する。

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、 今年度は新たに、コロナに対する感染予防対策を随時、マ
ニュアルを周知・徹底している。また、検討をしながら追加し はい３９ どちら１
保護者への周知徹底
ていく必要性があれば対応していく。

現状の取り組みを継続する。

もや保護者への発信

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

1 感染症対応マニュアルの策定と、職員や
非常災害の発生に備えた、定期的に避

2 難、救出その他必要な訓練の実施

非
常
時
等
の
対
応

3

4

5

6

半期に一度の避難訓練を実施。屋外への避難を積み重ねて
はい３９ どちら１
きた。

日々の支援の中での振り返りを行う。必要であれば、個々の
虐待を防止するための職員研修機の確保 職員に応じて振り返りをしている。事業所内においても研修
等の適切な対応
実施。法人全体においては、人権擁護や虐待研修を行う。ま
た、外部研修がある時には、参加してもらうようにしている。
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 法人で身体拘束禁止に関する施設内取り決め事項を決定。
に十分に説明し、了解を得た上での児童 また、やむを得ない場合がある時は、保護者と懇談での了
発達支援計画又は放課後等デイサービス 解を取り、支援計画に記載。
計画への記載
アレルギーの調査書を保護者に年度初めに記載してもら
食物アレルギーのある子どもに対する医 い、必要であれば診断書を添付してもらう。また、保護者を
師の指示書に基づく適切な対応
通じて、医師に確認してもらうことや施設での活動を事前に
説明し、活動の許可を取っている。
引継ぎノートに各職員が、日々気が付いたことを記載し、出
勤時に確認。また、事例集を作成。毎回の職員会議で、議題
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で
に必ずヒヤリハットを実施。全職員で検討し、改善を図ってい
の共有の徹底
る。年度初めには、昨年度に出たヒヤリハットを全職員で確
認している。

1 子どもは、通所を楽しみにしているか

2 事業所の支援に満足しているか

さまざまな場合を想定した訓練を計画、実施し
ていく。

現状の取り組みを継続する。

支援方法の検討もしながら、今後も取り組んで
いく。

現状の取り組みを継続する。

現状の取り組みを継続する。
職員間で、より共通した意識を持てるよう、取り
組む。

現状の取り組みを継続する。
子どもたちの生活の中で、知らないことにもたくさん挑戦して はい２７ どちら１２ いいえ１
いる（物事の経験だけでなく、気持ちの折り合いなどの経験
も）その中で、＝楽しみということばかりではないだろうが、生 はい３４ どちら６
コロナで昼食がなくなっているので、再開して
活する力につながるように展開している。
現状の取り組みを継続する。
欲しい（パーテーションなどを利用して）
食育を再開して欲しい

区分

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

体温計を非接触の物も用意して欲しい・利用時間の開始が、支援学校と地域の学校が休みが違う時の利用をもう少し早めて欲しい
コロナ渦で大変な時ですが、予防対策を徹底して下さるおかげで、子どもを安心して通わすことができています
その他 いつも、しっかりお話しを聞いて下さりありがとうございます。今年は、ガレージセールがありましたが、いつも楽しませてもらっています。先生方も良い方ばかりで、心強いです。私も支えて頂いていま
す。感謝しています。

