
公表日：2020年　3月　13日 46人中43名が回答（回収率93.4％） 事業所名：　明石市立きらきら

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

落ち着いた環境の中で定員に応じたスペースを
確保し、活動できるように配慮している。

はい43名
・体を十分に動かしたり座って作業できる環境が
整えられている。
・のびのび活動させてもらえています。
・子ども10人＋大人10人になるとちょっと手狭だと
思います。
・たくさん体を動かして遊べるようにスペースが取
られている。
・走り回れるくらい十分に広いので本人はのびの
びと過ごしています。

・今後もお子様が過ごしやすく落ち着いた環境で
活動できるように努めていきます。

2 職員の適切な配置
国家資格を有する職員を適切に配置し、利用され
るお子様へ専門性をもって療育に努めています。

はい43名
・子ども一人一人に目を向けて下さっている。
・すぐに先生方に相談できる体制になっていると
思います。
・一人で遊んでいたり、何かしていたりするとすぐ
に先生が寄ってきてくれる。
・机を出し入れされる時は大変だと思いますが、
活動時は適切だと思います。
・先生の人数が多く、一人一人をよく見てくれてい
ると思います。

・今後もきめ細かな対応が出来るよう職員配置に
努めていきます。

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

施設はバリアフリーであり、各個人に棚や靴箱等
が設置されている。部屋にはイラストや絵カード
等を表示・設置し、部屋の名前や一日の流れを分
かりやすくすることでお子様が見通しを持って活
動できるように配慮している。また必要に応じて
本人が分かりやすい写真またはイラストを用いて
個別に対応している。

はい43名
・目的別に写真や絵で示してもらえるので本人に
分かりやすいと思われる。
・子どもに分かりやすいように配慮されていると思
います。
・次に何をするか、その場所にもカードがあるの
で本人も分かりやすい。
・外遊びや運動遊びの場所は部屋から見れる場
所なので分かりやすいと思います。

・今後もお子様の障害特性等を配慮し、環境設定
に努めていきます。

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
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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
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

建物全体で清掃員が配置されおり、毎日掃除をし
て頂いていることから、常に清潔に保たれてい
る。また園においても、看護師や職員が積極的に
掃除・除菌を徹底して取り組んでいる。

はい43名
・いつもきれいで明るく、すっきりとした空間で気
持ちいい。
・いつも清潔にして頂いています。
・いつも綺麗だと思います。
・トイレや洗面台なども綺麗にされている。
・手指の消毒の徹底だけでなく、手が触れる所も
こまめに拭き掃除して下さっています。ゴミも無く
心地よく過ごせています。
・とても綺麗です。
・いつも清潔で、心地よく過ごせる環境が整えら
れています。

・今後もお子様が心地よく快適に過ごすことが出
来るように努めていきます。

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

毎月1回全体会議を実施し、クラスにおいては毎
日、職員間で支援を振り返り、共通理解を図って
いる。また人事考課等で職員に対して業務改善
に努めている。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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、第三者による外部評価は行っていません。
法人内監査を実施し、業務改善に努めている。

・必要に応じて検討を行い、業務改善に努めてい
きたいと思います。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

外部研修へ積極的に参加している。また、月1回
の職員会議に合わせ、外部研修を受講者による
伝達研修、月1回の内部研修を実施している。

・今後も積極的に研修等の実施、参加を行い、職
員の資質向上に努めていきます。

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

保護者の方からの聞き取りやお子様の日々の様
子を観察した上でフォーマルなアセスメントツール
を取り入れ、アセスメントを行い、保護者の方と一
緒に課題を共有した上で支援計画を作成してい
る。

はい43名
・アンケートに基づいて、支援計画が作成されて
います。
・作成されていると思います。
・今何が出来ていないか、苦手なのか、一緒に考
えてくれる。その出来ないことを出来るようになる
ために方法を考えてくれる。
・個々に応じた課題に取り組めるように対応して
いただいて、とても感謝しております。
・子どもの特性をよく把握していただいており、楽
しく色々なプログラムを提供していただいていると
思います。
・いつも丁寧に面談してもらえている。こちらの話
や子どもの様子をよく聞いてもらえて安心。

・今後も職員のアセスメント能力の向上に努め、
継続して取り組んでいきます。
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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

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

個別療育や集団活動、日常生活動作をもとに
個々の発達に応じたニーズや課題、特性に応じ
た支援計画を作成している。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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

保護者の方と一緒に課題を共有した上で、分かり
やすく具体的に記載するように努めている。

はい42名
・朝に掲示される予定には、その予定のねらいも
書かれているので親も意識しやすくなって良いと
思います。
・これからどういうふうに進めていくかの計画が分
かりやすい。
・その時その時の成長過程に合わせて必要な支
援を考えてもらえている。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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

支援計画に基づき、全職員が具体的内容が適切
かを適宜確認し合い実施している。

はい41名　わからない1名
・行われていると思います。
・行われている。

・今後も保護者の方に分かりやすいように説明を
行い取り組んでいきます。

5 チーム全体での活動プログラムの立案
スーパーバイザーにアドバイスを頂きながら、常
に職員間で話し合いを行い、立案している。

・今後も継続して取り組んでいきます。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援

土日祝祭日でのお子様の様子を保護者の方から
聞き取り、状況に合わせプログラムを組み立てて
いる。また長期休暇の際はお子様のきょうだい児
も一緒に療育に参加できるイベントを開催し、きょ
うだい児支援にも努めている。※基本、土日祝祭
日は休園。

・今後も継続して取り組んでいきます。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫の
実施

季節の伝統行事等を取り入れながら、定期的に
内容を職員間で見直し、お子様の課題や発達に
合わせ活動プログラムを工夫している。

はい40名　どちらでもない2名　わからない1名
・季節に応じた活動プログラムがあり、工夫されて
いる。
・本人の「好き」「苦手」を知ることが出来るので大
変参考になっています。
・様々なプログラムを考えていただき有難いです。
・毎週楽しみな内容となっている。

・今後も個々の発達を踏まえた上で、活動内容を
工夫して取り組んでいきます。
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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
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

毎日、療育前に必ず職員間でスケジュール、役
割、注意事項等を確認している。

・今後も職員間の連携を大切にして取り組んでい
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

基本的にはその日の療育を職員間で振り返り、
情報共有に努めている。また休暇を取っている職
員に関しても出勤日の朝に申し送りを行ってい
る。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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

個々の様子や支援内容や気になる事項に関して
は毎日記録を し、翌日の申し送り時に職員間の
共有を行い、支援の検証や改善に努めている。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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

基本的には6ヶ月ごとに定期的なモニタリングを
実施している。また6か月ごとに短期目標、1年ご
とに長期目標の評価と見直しを行い、保護者の
方と情報共有を図り支援計画を作成している。

・今後も継続して取り組んでいきます。
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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

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
者会議へり参画

児童発達支援管理責任者もしくはお子様と一番
関わりがある常勤の職員が参加し、正確な情報
共有ができるように努めている。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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

現在、対象となる利用児がいない。
・対象となるお子様が利用された際には適切な対
応が出来るように努めます。

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

現在、対象となる利用児がいない。
・対象となるお子様が利用された際には適切な対
応が出来るように努めます。

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

見学は随時、積極的に受け入れており、またサー
ビス担当者会議の参加や引き継ぎ等を積極的に
実施し、お子様の利用時の様子等、入園、入学に
向けての情報交換を行っている。

・引き続き、情報共有を行い円滑に移行できるよ
う連携を図っていきます。

5

放課後等デイサービスからの円滑な移行支
援のため、学校を卒業後、障害福祉サービ
ス事業所等に対するそれまでの支援内容等
についての十分な情報提供、

児童発達支援事業であるため該当しない。

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

併設する児童発達支援センターや発達障害者支
援センターとは適宜、必要に応じて連携してい
る。また専門機関の主催する研修等は積極的に
参加している。

・今後も連携を深めていき、専門性の向上に努め
ていきます

7

児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

基本的に週に1回の親子通園であり、保護者の方
に対してお子様への関わり方や理解を深めること
を目的に療育を行っていることから、現在、取り組
んでいない。幼稚園、保育所に通われているお子
様については適宜、見学を行い、園と連携を取り
ながら支援に努めている。

はい13名　どちらでもない7名　いいえ8名
わからない15名
・きらきらとしては無かったですが、保育所に子ど
もの様子を見に来て頂いたりして有難く思いま
す。
・幼稚園と連携を取って下さるとのことで安心して
いる。また幼稚園に入ってからも様子を聞かせて
下さいと言ってもらえ、親も拠り所があり安心。

・今後の課題として検討していきます。
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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

セミナー等は広く一般の方にも参加していただけ
るように広報を行い、事業所の内で行う季節の行
事には地域の住民の方にボランティアとして参加
していただいている。

・今後も引き続き、併設している児童発達支援セ
ンターと連携して開かれた事業運営に努めていき
ます。

1
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
な説明

見学時に支援内容等を説明している。また重要
事項説明書・契約書に明記しており、契約時に説
明を行っている。

はい41名　どちらでもない1名　わからない1名
・説明していただきました。
・いつも丁寧です。
・丁寧にご説明いただいたと思います。
・いつも丁寧に説明していただいています。
・分かりやすく丁寧に説明があった。

・今後も保護者の方に分かりやすく丁寧な説明が
行えるように努めていきます。

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

定期的に実施している保護者懇談にて支援経過
をご報告し、今後の支援内容をご説明し、相談・
検討させていただいている。

はい42名　わからない1名
・いつも、しっかりと説明していただいています。
・分かりやすくご説明いただいたと思います。
・一緒に用紙を見ながら説明してくれるので分か
りやすい。
・いつも丁寧に説明していただいています。
・丁寧な説明で分かりやすかった。

・今後も保護者の方に分かりやすく丁寧な説明が
行えるように努めていきます。

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

基本、親子通園の為、療育時間中に各保護者の
方々に対して、お子様への関わり方や子育て等
のアドバイスを直接伝えている。また、お子様だ
けで通園されている保護者の方へは他機関が
行っているペアレント・トレーニング研修の情報提
供等を行っている。

はい29名　どちらでもない2名　いいえ1名
わからない11名
・日頃のアドバイスだけでなく、保護者勉強会も参
加できるので十分行われていると思います。
・療育中の様子などで、子どもにどう接するのが
良いのか聞くとすぐに教えてもらえる。

・今後も親子療育の特徴を活かし適宜、園内で取
り組んでいる支援でご家庭に般化できるような取
り組みは、 保護者の方に具体的にご説明及びご
提案していくように努めていきます。 また併設す
る発達支援センターで定期的に実施されているペ
アレント・トレーニング研修等には積極的に周知し
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

親子通園の場合、療育時間中に自宅での様子も
伺い、課題等を共有している。単独通園の場合は
療育終了後に時間を取り、その日の療育とお子
様の様子を報告するとともに必要に応じて個別に
話し合う機会を設けています。また欠席された際
は電話等で連絡し情報共有しています。

はい42名　どちらでもない1名
・療育中にも色々と相談させていただいていま
す。
・子どもの様子を見てくださっていて少しの変化に
も気付いて、それを話して下さるので大変ありが
たいと思っています。
・いつも子どものことを気にかけて、声をかけて下
さるので有難いです。
・幼稚園での様子や行事などの様子もどうだった
かと聞いてくれる。
・子どものことをよく理解していただいているなぁと
思います。
・家での様子や療育中の様子と一緒に共有しても
らえているという安心感が持てている。

・今後も、保護者の方と密に連携を図り、共通理
解のもとにお子様の支援に努めていきます。

保
護



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

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

親子通園の為、療育中に保護者の方と関わり、
家庭での様子や気になる点等を伺っている。相談
シートを活用して、悩み事については必ず管理者
が把握し、内容に応じて専門職からのアドバイス
も積極的に取り入れている。また必要に応じて面
談も随時行っている。

はい43名
・定期的な面談以外に日頃の活動で折にふれ
て、色々とアドバイスをいただいています。
・先生と面談をする時間があるので困っているこ
となど相談しやすい。
・いつも相談に乗ってもらって有難いです。
・すぐに相談できるので助かります。
・気になることもすぐ相談させてもらえて、とても助
かります。
・こちらが希望をすれば、いつでも面談してもらえ
る体制なので有難い。

・今後も現在の取り組みを継続するとともに、相談
しやすい雰囲気・環境作りに努めていきます。

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

現在、父母会や保護者会は開催していません
が、療育時間や併設されている児童発達支援セ
ンターの研修等の時間を使い、連携支援に努め
ている。

はい17名　どちらでもない6名　いいえ4名
わからない16名
・分かりませんが不満はありません。
・特に父母の会、保護者会はありませんが、子ど
も同士の活動を通じて交流できていると思いま
す。
・普段の療育のちょっとした時間（お弁当など）に
話せる機会はあるけど何かしら保護者同士の機
会があれば、なおいいなと思います。（折角、保護
者も一緒に来ているので）
・保護者会は無いですが、一緒に療育を受けるこ
とでお話しする機会がありました。
・親同士が話す機会もあり情報交換や悩み相談
がしやすい。

・今後の課題として検討していきます。

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

契約時に園の苦情受付窓口や、市や県の苦情窓
口の連絡先等の説明を行っている。また苦情等
があった場合には迅速な対応を行い、会議等で
職員に周知し、再発防止に努める体制となってい
る。

はい25名　どちらでもない4名　わからない14名
・苦情が無かったため分かりません。
・自分自身、特に苦情はなし。

・今後も契約時に苦情受付窓口等の詳細を分か
りやすく説明し、苦情・要望等がありましたら、迅
速かつ真摯に対応していきます。

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

個々に応じ、適切に情報が伝わるように配慮して
います。

はい40名　どちらでもない2名　わからない1名
・日頃のコミュニケーション等で、配慮されている
と思います。
・十分されていると思う。

・今後も個々に応じ、適切な配慮が出来るように
努めていきます

護
者
へ
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明
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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

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

保護者の方に直接お伝えするだけでなく、毎月の
会報等で活動予定や行事等の発信を行ってい
る。

はい39名　どちらでもない2名　わからない2名
・活動の予定など、分かりやすく発信していただい
ています。
・毎月のお便りで発信されていると思います。
・毎月の会報を楽しく見させてもらっています。
・毎月のお便りで勉強になることもあり助かってい
ます。
・お便りに詳しく書いてもらえているのでこちらも
具体的によく知ることが出来る。

・今後も保護者の方が分かりやすい方法を検討し
ていきながら取り組んでいきます。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

全職員及び実習生や園に関わる業者においても
守秘義務誓約書に署名していただき個人情報保
護について管理している。また保護者の方には個
人情報使用同意書や写真掲載の取り扱いに関す
る同意書を取り、対応 している。個人情報の資料
に関しては、鍵付きの保管庫で保管・管理してい
る。

はい42名　わからない1名
・十分注意されていると思います。
・写真などを撮るときも事前に同意書などがある。
・十分されていると思う。

・今後も継続して取り組んでいきます。

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

緊急時・防犯・感染症対策の各マニュアルは作成
している。保護者への周知は契約の際に行って
います。

はい38名　どちらでもない1名　わからない4名
・初回時に丁寧に説明をいただいております。
・十分されていると思う。

・今後も保護者の方に分かりやすく丁寧な説明が
行えるように努めていきます。

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

月1回地震や火災を想定した防災訓練を実施して
います。また実施内容については消防署へ届出
を行い、非常食も準備している。

はい38名　わからない5名
・一度避難訓練に参加しました。
・避難訓練をしたり、災害に備えて準備が出来て
いる。
・避難訓練を適宜行っていて、とても安心です。
・避難訓練が定期的にあるので安心しています。
・避難訓練を何回もしたので良いと思います。
・行われいている

・今後も保護者の方に分かりやすく丁寧な説明が
行えるように努めていきます。

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

内部・外部で行われている虐待及び人権研修に
は積極的に参加し、参加出来ない職員に対しても
後日、朝礼や会議の時間で情報共有を行ってい
る。

・今後も積極的に研修等に参加し、子どもの人権
を尊重すると共に虐待防止に努めます。

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

現在、対象となる利用児がいない。

・身体拘束を行うようなケースがありましたら、き
ちんと ご説明の上、関係機関と連携を図り、身体
拘束以外の方法の模索に努めるとともに身体拘
束する場合は内容等をしっかりと支援計画に記
載させていただきます。

非
常
時
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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

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

親子通園の場合、基本的には保護者の方で対応
していただいているが、アレルギーについては保
護者の方から事前に情報提供いただき、把握し
て環境整備に努めている。

・今後も保護者の方としっかりと連携を取り、適切
な対応に努めていきます。

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

随時記入できる表を作成しており、必要に応じて
記載し取りまとめている。またヒヤリハットがあっ
た際は朝礼等で周知し、情報共有を行い、改善に
努めている。

・今後も継続して取り組んでいきます。

・保護者の方と連携を図り、個々の発達段階に応
じた適切な対応を心がけ、利用する全てのお子
様が満足できる療育に努めていきます。

・今後も継続して取り組んでいきます。

1

満
足
度

2

子どもは通所を楽しみにしているか

事業所の支援に満足しているか

はい41名　どちらともいえない2名
・いつも楽しみに通所しています。
・大変楽しみにしております。
・毎日のように「療育行くー！」と言って楽しみにし
ています。
・先生もお友達も大好きで楽しそうです。
・毎週楽しみにして通わせていただいています。
・とても楽しみに嬉しそうに通ってます。
・毎回とても楽しみにしています！
・いつも楽しみにしています。
・楽しみにしていますし、実際色々させてもらって
楽しそうにしています。
・とても楽しみにしている。

はい43名
・満足しております。
・この1年でこんなに成長したのは先生たちのお
かげです。とても満足しています。
・先生も親切で相談しやすいです。
・とても満足しています。
・おかげでたくさん成長が見られて本当に感謝し
ています。
・卒園したくないくらい満足している。
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