
公表日：2022年2月18日 回答数：３０名中３０名回答（回収率１００％） 事業所名：　明石市立あおぞら園

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

・定員に応じたスペースを確保しています。
・お子様がすべきことに集中したり、落ち着いた環
境で様々な活動に取り組むことができるように
パーテーションを活用したりして配慮をしていま
す。

はい：２９　未回答：１

・広々としているので、のびのびと活動できていま
す。
・確保されていると思います。
・保育室だけではなく、遊戯室や１階多目的室な
ど、十分なスペースが確保されていると思いま
す。
・十分だと思います。
・室内を走り回るのが好きなので、広い場所が
あって良いと思います。

・今後もお子様が過ごしやすく、落ち着いた環境
で様々な活動ができるように努めていきます。

2

職員の適切な配置 ・適切な配置を行い、利用されているお子様の状
態に合わせてフォロー体制を作り支援をしていま
す。
・その時々のお子様の状態に合わせて対応をす
ることができるように、朝礼などで職員配置の調
整を行っています。
・状況に合わせてセラピスト、管理職が観察、対
応に当たり、一人一人に合った支援ができるよう
にしています。

はい：２９　わからない：１

・手厚く見ていただいています。
・適切だと思います。
・見学に行った時に見せてもらいましたが、良かっ
たです。
・適切であり、細やかに対応をしていただいてい
ます。
・とても満足をしています。

・今後も基準以上の人員配置を行い、お子様に
対してきめ細やかな対応をすることができるよう
に努めていきます。
・コロナ禍の影響があり外部研修への参加が少
なかったので、オンラインで参加できる研修会を
活用し、職員の専門性向上に努めます。
・内部研修も積極的に行い、日々の療育を振り返
りお子様に適切な支援を行うことができるように
努めます。

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、各部屋に絵カード等
を表示、設置し、部屋の名前や一日の流れをお
子様が分かりやすいようにしています。
・各部屋のイラストもお子様が分かりやすいように
見直しています。
・必要に応じて本人が分かりやすい写真、また
は、イラスト、実物、スケジュールを提示して個別
対応を行っています。
・パーテーションを活用し、一人一人がすべきこと
に集中できるよう環境設定を整えています。

はい：３０

・各部屋の表示など、目で見てわかりやすく工夫
して下さっています。
・絵カードでの指示等、息子の分かりやすいよう
にしてくれています。
・荷物の棚はマークで区別がされているし、保育
室から移動する時の導線が簡単なので分かりや
すいと思います。
・絵カードや写真等を活用し、わかりやすいと思い
ます。身辺自立が少しずつ身についています。
・靴を履くときなど椅子に座ったくらいの高さがあ
ると助かります。少し低すぎます。
・絵や写真を使用されとても分かりやすいと思い
ます。
・トイレや手洗い場もわかりやすい位置にあって、
子どもたちにとって動きやすい環境になっている
と思います。

・今後もお子様が快適に過ごすことができるよう
に努めていきます。
・どのような伝え方がお子様に分かりやすいのか
を十分にアセスメントし、一人一人に応じた対応
ができるようにクラス担任のみではなく、管理職、
セラピストを含めて対応を行っていきます。
・物の配置なども定期的に見直す機会を設け、お
子様が過ごしやすく、主体的に生活できる環境と
なるように努めます。

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ており毎日掃除を
していることから、清潔を保っています。
・看護師や職員がトイレや手洗い場、食後のテー
ブル、ドアノブなどアルコールを用いて掃除・除菌
を行い、感染症対策を行っています。
・空調、室温、湿度に関しては各保育室で管理を
行い、健康に過ごせるようにしています。また室
内の換気ができるようにサーキュレーターを各保
育室に設置しています。
・登園直後、降園前にお子様の検温を行い、健康
状態の把握を行っています。
・各部屋に温度計・湿度計を設置し現在の状態を
把握することができるようにしています。
・健康教育の一環として、手の洗い方などをお子
様に応じた方法で指導しています。また、手洗い
後はペーパータオルを使用し、感染症対策も行っ
ています。
・マスク着用については、ペープサートを使ったり
歌を唄ったりしたりしてお子様たちが楽しみながら
取り組めるようにしています。

はい：３０

・広々とした空間でのびのびと過ごせていると思
います。
・今までゴミが落ちているのを見たことがありませ
ん。空間は子どもたちに合っていると思います。
・とても清潔で、掃除や換気も行き届いています。
・こまめに消毒を行っていただいて、安心して過ご
せる空間です。
・除菌もしっかりとされていて、とても清潔だと感じ
ます。
・いつ行っても清潔にされています。
・危険に思うようなものもなく、物も収納されてい
る。広々と遊べる空間になっていました。

・今後もお子様が快適に過ごすことができるよう
に努めていきます。
・健康教育の一環として手洗いのみだけではなく
マスクの着用などお子様に応じた方法で取り組
み、健康を保つ上で必要なことを身に付けられう
ように継続して支援を行っていきます。
・継続して消毒や検温を行い感染症対策を行い、
安心して過ごすことができ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

・クラスごとに日々の療育の振り返り、次の日の
打ち合わせを行い、留意点や特記事項の確認、
情報共有を行い、お子様たちへより良い支援が
できるようにしています。
・クラス単位でのミーティングや管理者を含めた
ミーティングなど必要に応じた形で話し合いを行
い、日々の業務や支援の振り返り、共通理解を図
れるようにしています。
・改善が必要な部分についてクラス担任だけでは
なく管理職と一緒に話し合いを行い、より良い支
援ができるようにしています。

・職員一人ひとりが問題意識を持ち、課題に気づ
き、意見を発信することができるように工夫してい
きます。
・日々の療育の振り返りをクラス担任のみではな
く、特記事項があれば必要に応じて管理職が参
加をしたりセラピストからの意見を聞きとったりし
て、お子様に対して多角的に支援を行うことがで
きるように努めます。

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施

・平成２４年度に実施し、改善しました。
・法人内監査を実施し、業務改善に努めていま
す。

・必要に応じて検討を行い、業務改善に努めてい
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

・月一回の職員会議に合わせ、内部研修を実施
しています。
・必要に応じてオンラインでの参加を含めた外部
研修へ参加をしています。
・外部研修に参加した職員より伝達研修を行う機
会を設け、知識の共有や実践の工夫に繋げられ
るようにしています。

・今後も積極的に研修等への参加を行い、職員
の資質向上に努めていきます。
・内部研修を継続的に行い、専門性の向上、支援
者の質の向上に繋がるよう努めます。
・オンラインでの参加も含めて外部研修などに積
極的に参加し、職員の専門性向上に努めます。
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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

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

・保護者アンケートを通じて保護者の方から要望
や家庭での様子などの聞き取りを行っています。
・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計
画書を作成しています。
・各セラピストからのアセスメントを集約し、多角
的にお子様の状況を把握した上で計画に反映す
ることができるようにしています。

はい：３０

・子どもにとって無理のない課題であり、親の要
望も組み込んで作成をしていただいています。
・こうなってほしいという願いをすぐに聞き入れて
対応をしてくださっています。
・事前に書いたアンケートや日頃の様子を細かく
分析して頂いています。
・個別面談や定期的にある電話でこちらの話を聞
いていただいて上でいろいろと進めてもらえてい
ます。
・事前アンケートや面談などの内容に沿った計画
になっていると思います。
・子どものことを十分に理解したうえで提案があ
り、作成されています。

・今後もアセスメント力を高める研修を積み重ね、
保護者の方からのニーズやお子様の状態に応じ
た計画を作成できるように努めます。
・コロナ禍の影響により家庭訪問を行うことができ
なかったので、社会情勢が落ち着けば家庭訪問
も行い、お子様の様子を今年度以上に把握した
上で計画書を作成することができるようにします。
・継続して各セラピストと連携しお子様の現状を多
角的に把握した上で計画作成ができるようにミー
ティングなどを行い情報共有を図れるようにしま
す。

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

・個別療育やセラピストの所見、集団活動での様
子や日常生活動作の様子発達検査の結果等をも
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ます。

・今後も継続してきます。

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ます。
・記載する時にはガイドラインに沿って領域を設
定しています。領域ごとに記載を行うことでお子
様のことを把握しやすくしています。
・保護者の方へは懇談を行い、直接説明をしてい
ます。その際に、質問があれば返答し、共通理解
を図れるようにしています。

はい：３０

・本人が取り組みやすいように工夫をして、支援
内容が設定されています。
・現在の課題として適切だと思います。
・設定されていると思います。
・子どもの特性に応じて行われています。集中し
て活動に取り組むことができるようになりました。
・細かく支援内容を考えてくださり、子どもも少し
ずつできることが増えてきたのでありがたく思って
います。
・一緒に目標を決め、クリアできるように支援をし
てくださいます。

・今後も継続してきます。
・お子様一人一人に応じた支援目標、支援内容
が設定できるようにクラス担任、セラピストとミー
ティングを行い、適切な支援内容を説明できるよ
うに努めます。
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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

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

・日々の振り返りを通じて、個別支援計画に沿っ
た支援ができているのか、どのような状況なのか
を振り返り、適切な支援を実施することができるよ
うにしています。
・クラス担任同士が支援方法を情報共有できるよ
うに、ミーティングを行っています。
・保護者の方とは、チャレンジシートを通じてお子
様一人一人に合った方法を提示し、家庭で取り組
むことができるようにしています。その際には、電
話連絡などで具体的にどのように取り組んだら良
いのかを説明しています。

はい：３０

・行われていると思います。
・進み具合や様子を定期的に教えてくれていま
す。
・行われています。
・取り組みに応じて行われています。

・今後も職員間でしっかりと連携をとり、お子様に
応じた支援を実施していきます。
・児童指導員、保育士自身も外部研修や内部研
修を受講する等してスキルアップに努めます。
・保護者の方へお子様への関り方などを説明させ
ていただく際には、具体的に分かりやすく説明を
行い、ご家庭で実践しやすいように提案できるよ
うにします。

5

チーム全体での活動プログラムの立案 ・セラピストや管理職からアドバイスを受けなが
ら、日々の活動や職員の動きを振り返っていま
す。
・クラスごとにミーティングを行いながら立案、修
正を行い、職員間で協力を行い活動の立案を
行っています。
・就学、就園など卒園後の進路も踏まえ、必要な
スキルを身に付けたり、小集団の中で様々な経
験ができるように立案をしています。必要に応じ
て、他クラスと合同で活動を行うことも立案してい
ます。

・生活年齢、発達年齢、進路に合わせた遊びや
経験ができるように活動を立案し、実践できるよう
にします。
・各セラピストの専門的な意見や管理職からのア
ドバイスをクラスに合わせた形で反映できるよう
定期的にミーティングを行い、情報共有をしなが
ら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

・園で過ごしている時間帯に特別なことがあれば
療育後に保護者の方へ電話連絡を行い情報共
有を図り、家庭での過ごし方のアドバイスをしてい
ます。
・土、日、祝祭日でのお子様の様子を電話連絡や
バス乗車時に保護者の方から聞き取ったり、連絡
帳を通じてお子様の様子を知り、状況に合わせた
プログラムを組み立てています。
・緊急時に連絡がとれるように、園所有の携帯電
話の番号をおたよりや、連絡帳に記載し周知して
います。
・長期休暇の際には、きょうだい児が参加できる
イベントを開催し、きょうだい児支援にも努めてい
ます。
・欠席されたお子様に対しては電話連絡を行い、
体調の把握や保護者の方の状態、不安、負担を
聞き取り、助言できることに対しては返答していま
す。
※基本、土、日、祝祭日は休園。

・引き続きご家庭との連携を大切にし、電話連絡
や連絡帳を通じて情報共有を図り、園内だけでは
なくご家庭でも安心して過ごすことができるように
します。
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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

7

活動プログラムが固定化しないような工夫の
実施

・季節の伝統行事を取り入れ、実施内容や導入
方法を職員間で検討し、お子様が興味を持って
参加できるようにしています。
・お子様の課題や発達に合わせた活動プログラ
ムを実施できるように教材などを工夫していま
す。
・同じ遊びでも教材を変えたりして、お子様の興味
関心がある物を用意し、意欲的に参加できるよう
にしています。

はい：３０

・いろいろなことを体験させていただき感謝をして
います。
・いろいろな行事や支援内容をクラスだよりで見
るのも毎月楽しみにしています。
・季節の行事や制作が取り入れられていて工夫さ
れていると思います。
・日々新しい取り組みがあると思います。
・毎日違う活動なので、子どもたちにとっても新鮮
で楽しめると思います。
・様々なプログラムや行事があり、工夫されてい
ると思います。
・新しい取り組みや季節ごとの活動を工夫して取
り入れていただいています。

・今後も継続し、お子様の興味関心、発達年齢や
課題をしっかりとアセスメントし、意欲的に遊びに
取り組むことができるように工夫します。
・保護者の方にどのような活動をしているのか、
どのようなねらいがあるのかをおたよりやクラス
懇談会、保護者会などを通じて具体的に説明す
る機会を設けるようにします。

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

・毎日、朝礼時に職員間でスケジュール、役割、
前日のクラスごとの特記事項等を確認し情報共
有しています。
・変更がある場合には、その都度調整を行い、状
況に応じた職員配置ができるようにしています。

・今後も継続し、適切な職員配置を行い、個々に
合った支援を行うことができるようにします。
・緊急時の対応も継続して確認を行い、何かあっ
た時にはスムーズに対応できるようにします。

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

・その日の療育を職員間で振り返り、特記事項な
どがあれば情報共有しています。
・セラピストからの気づきを伝達された職員はクラ
ス担任間で情報共有できるようにその日の振り返
りの際に伝達するようにしています。
・管理職に伝達が必要なことについては、その日
のうちに担当職員より伝達するようにしています。
・特記事項は報告書を作成し、管理職へ伝達する
ようにしています。
・休暇を取っている職員に対しては、出勤日の朝
に申し送りし情報共有するようにしています。

・今後も継続し、お子様の様子を職員間で情報共
有し、一人ひとりに合った支援を行うことができる
ようにします。
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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

・当日の設定療育内容や支援内容、子どもの様
子で気になることに関しては毎日記録を行い、当
日の振り返りで情報共有を行っています。また、
クラスミーティングの際に支援の検証や改善も
行っています。
・職員全体で把握しておく必要がある特記事項
は、朝礼で全体へ周知を行い、職員全体でも情
報共有できるようにしています。
・個別に記録が必要な場合には様子を記載し、そ
こからクラスミーティングや管理者を含めたミー
ティングや相談を行い支援の見直しを行っていま
す。

・今後も継続して日々の療育の見直しを行い、よ
り良い療育を行うことができるように努めます。
・クラス担任のみではなく、職員全体で情報共有
を行い、様々な角度からお子様に対してアプロー
チすることができるようにします。

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

・基本的には６ヵ月ごとに定期的なモニタリングを
実施しています。
・保護者の方に対しては、モニタリングの書類を
作成して説明を行っています。

・今後も定期的に個別支援計画の見直しを行い、
お子様の成長に合わせた目標を立て、適切な支
援を行うことができるようにします。

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
者会議へり参画

・児童発達支援管理責任者もしくはクラス担任等
のお子様と一番関わりがある職員が参加し、正
確な情報共有を各機関とできるように努めていま
す。

・今後も継続し他機関との連携に努めます。
・社会情勢で他機関の方と会議を持つことが難し
い場合には電話連絡など、可能な方法を模索し、
関係機関同士で連携がとれるようにします。

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、対象となる利用者はいません。 ・すでに看護師を配置している為、必要な事例が
でてきた場合には適切な判断を行い、対応させて
いただきます。

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、対象となる利用者はいません。 ・必要な事例がでてきた場合には適切な判断を
行い、対応させていただきます。

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

・サービス担当者会議への参加や、連絡会への
参加、直接進路先へ訪問しての引継ぎ等を実施
しています。
・お子様の利用時の様子等を、入園、入学に向け
て情報交換を行なっています。
・放課後等デイサービス事業所とは見学に来てい
ただいたり、職員が訪問できる場合には訪問し、
お子様への関わり方を伝えたり登園での過ごし
方を伝え、安心して新しい環境でも過ごすことが
できるようにしています。

・引き続き、関係機関と情報共有を行い、円滑に
次のステージへの移行ができるように連携を図っ
ていきます。

適
切
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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

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、

・児童発達支援センターであるため該当しませ
ん。

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

・明石市立発達支援センター、県立こども発達支
援センター、明石市こども健康センター等関係機
関とは必要に応じて連携を行っています。
・必要な場合には、電話連絡などを行い情報共有
を図り、保護者の方やお子様への支援が一貫し
てできるようにしています。
・外部機関での研修にはオンラインを含めて参加
できるものには参加をしています。

・今後も必要な場合には連携を行い、適切な支援
が行るように努めます。
・専門機関への研修については、社会情勢を見
ながら必要な対策を行い参加し、職員の専門性
の向上に繋げていきます。

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

・例年は近隣のこども園、保育園、幼稚園とは不
定期で実施していましたが、今年度はコロナ禍の
影響により実施することができていません。
・就園を予定しているお子様に対しては、保護者
の方のご希望があれば進路先の幼稚園等と交流
を行なっています。また、受け入れ園とも検討し、
実施時期や回数を検討しています。
・保護者の方が自ら園庭開放に参加をする等行
なっている交流活動については、保護者の方と連
携をしながら実施頻度や実施内容を検討してい
ます。

はい：４　どちらともいえない：５　いいえ：８　わか
らない：１３

・何かで交流できる機会があれば良いとは思いま
すが、安全面など何かと難しいのではないかと思
います。
・今の所は見たことがないです。
・コロナ禍なので難しい部分が大いにあるのでは
と思います。
・今の時期は難しいと思うので、どちらともいえな
い。
・コロナの影響で難しいとは思いますが、何とか
対策を練って少しでも交流できればと思います。
・コロナ禍があり機会がないのは、今は仕方ない
と思います。
・コロナ禍なので仕方ないと思います。
・コロナ禍のため、実施していないだけだと思いま
す。
・コロナ感染の配慮から自粛されているかと思わ
れますが、特に問題はありません。

・社会情勢を見て実施を検討していきます。また、
受け入れ先とも協議をしながら実施を検討してい
きます。
・実施する場合にはお子様の状態に合わせた交
流先や回数を保護者の方と調整し、お子様の負
担も配慮しながら実施します。

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、サポーター養成講座等は広く一般の
方にも参加していただけるように広報を行ってい
ます。
・社会情勢に応じて人数制限をしたりオンラインで
実施し、様々な方に参加をしていただけるように
しました。
・事業所内で行なう季節の行事に例年は地域の
住民の方や学生の方にボランティアとして参加を
していただいています。

・今後も外部からの客観的な意見をいただくため
に、見学者やボランティアの方の受け入れを積極
的に行い、開かれた事業所となるように努めま
す。

関
係
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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

支援の内容、利用者負担等についての丁寧
iな説明

・見学に来園された際に、事業内容、支援内容等
を説明し、施設内の見学をしていただきお子様の
過ごし方について説明をさせていただいていま
す。
　・利用契約を行う時に、重要事項説明書、利用
契約書の説明を行っています。

はい：３０

・十分な説明がありました。
・丁寧に説明をしていただいています。
・大変丁寧にご説明をいただいております。
・いつもおたよりや、保護者会等で説明がありま
す。

・今後も利用していただく方や見学に来られた方
に、分かりやすく丁寧に説明を行えるように努め
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個別懇談会にて支援経
過の説明、報告しています。
・目標の変更等支援計画に変更が生じる場合に
は説明を行い、保護者の方の意見を伺ったり、質
問に対して説明させていただいています。

はい：３０

・ご説明をいただいています。
丁寧に説明をしていただいています。
・細かい説明があり分かりやすいです。
・細かな計画書でとても助かります。
・いつもわかりやすく説明をしていただいていま
す。
・個人懇談会がとても丁寧でありがたいです。
・個人懇談で丁寧にしてもらっています。

・今後も個別支援計画書を基に、具体的に分かり
やすく説明を行う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

・定期的に保護者学習会を行い、保護者の方と
職員とでお子様の発達について共通理解を図り、
お子様に関わることができるようにしています。
・ごきょうだいがいる保護者の方も参加しやすい
ように託児も行なっています。

はい：３０

・年に数回保護者学習会や親子療育がされてい
ます。
・定期的に保護者学習会でいろいろなお話を聞か
せてもらい勉強になっています。
・いつも勉強になります。
・学習会は勉強になるのでいつも楽しみにしてい
ます。
・去年はコロナのせいでなかったのでしょうが、今
年は多い印象です。（去年はリモートでありまし
た）

・今後も定期的に開催し、ご家庭での子育てに活
かしていただけるような内容を考えて実施してい
きます。
・開催時間帯も保護者の方が参加しやすい時間
帯、方法を考慮し、様々な方が参加できるように
努めていきます。
・実施方法は社会情勢も考慮しながらオンライン
や対面式など検討して行っていきます。
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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

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

・その日に起こったことは連絡帳や電話連絡を通
じて保護者の方へ報告し、共通理解を図れるよう
にしています。
・欠席されたた方に対しては電話連絡を行い、お
子様の様子や状況を聞き取り、お子様の特性を
踏まえた上で家庭での過ごし方のアドバイスをし
ています。

はい：３０

・連絡帳や電話で園での様子を教えていただいた
り、家庭での様子も聞いてくださっています。
・電話、個人懇談のほかに毎日の送迎の時にも
その日の様子を教えてくれたり、質問があったり
とコミュニケーションをとってくれます。
・毎日連絡帳で伝えていただいています。
・日頃から電話をいただき園での様子が伝えら
れ、理解しています。
・何かあれば電話で様子を教えていただいている
し、連絡帳でもやりとりができています。
・毎日の連絡帳や時々いただくお電話で共通理
解ができていると思います。
・お電話いただいたり、ノートに詳しく書いてくださ
るので助かっています。

・今後も保護者の方と密に連携を図り、共通理解
のもとお子様への支援に努めていきます。
　・家庭での対応が困難なケースについては、家
庭訪問をさせていただいたり面談をさせていただ
き、しっかりと状況を把握したうえで保護者の方と
一緒に対応を検討できるように努めます。

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

・電話連絡や連絡帳、ご相談シートを通じてお受
けしたことについては、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を積極的に取
り入れ、電話などでお返事をさせていただいてい
ます。
・必要に応じて面談も随時行なっています。

はい：３０

・十分に時間をとっていただき、行われています。
・行われています。
・相談させていただいています。
・前期、後期とあります。
・いつも丁寧に対応をしていただいています。
・電話等で教えていただける機会も助かっていま
す。
・アドバイスやアイデアで気づかなかったことを教
えてもらえています。

・今後も継続するとともに、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

・基本的には月一回、保護者会を開催していま
す。
・コロナ禍で会場の人数制限により開催が難しく
なった時には、別会場を調整し毎月実施できるよ
うに保護者会役員の方々と連携しています。
・保護者会は療育時間中に実施したりきょうだい
の託児を実施したりして、どの保護者も参加しや
すいようにしています。
・保護者会の中で園と保護者が情報交換できる
時間を設け、普段の様子や特記事項を伝え、保
護者の方からの意見を聞きとるようにしていま
す。

はい：３０

・年齢別での保護者会が少なかったため、別クラ
スの方と話す機会がもう少し欲しかった。
・会場予約の手続きや資料のコピー、配布物を
配っていただくなど様々なご協力をいただいてい
ます。活動の相談にも応じてくださっています。
・保護者との繋がりができ、嬉しく思います。
・場所の提供や託児までしていただいて、保護者
同士の交流がとてもしやすいです。
・保護者会が情報交換の場となっています。

・必要な対策を講じながら、今後も継続して実施
できるように努めます。
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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

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

・利用契約を行なう時に、苦情受付窓口や解決責
任者、市や県においての窓口の説明を行ってい
ます。
・苦情や要望があった際には迅速な対応を行い、
会議などで職員に周知し、再発防止に努めてい
ます。
・保護者の方へ情報発信が必要な場合にはおた
よりを配布する、保護者会で説明を行うなどして
伝えています。

はい：２３　どちらともいえない：２　わからない：５

・そのような状況がない、苦情を聞いたこともない
ので、まだわからないです。
・お友達を怪我させてしまった場合、保護者の方
への謝罪をしないで良いと言われたことが心残り
しています。
・保護者会で説明があります。
・質問カードだけではなく、電話対応もしっかりとし
ていて、すぐに解決してくれます。

・今後も苦情、要望がありましたら、迅速かつ真摯
に対応をしていきます。
・日頃から保護者の方々へは丁寧に説明を行
い、説明責任を果たせるように努めます。

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

・連絡帳や電話連絡を通じて積極的に情報共有
を行っています。
・おたよりの内容はくイラストも活用し分かりやすく
伝えるようにしています。
・必要に応じて個別におたよりを配布し、保護者
の方が理解しやすいように配慮をしています。
・研修等においてお子様や保護者支援の知識を
深め、個々に応じたコミュニケーション方法を学
び、適切な支援ができるように努めています。

はい：３０

・連絡帳や文書、電話などでご配慮をいただいて
おります。
・電話や連絡帳でいつも丁寧に対応をしてくださっ
ています。
・個人情報もしっかりと守ってくれますし、質問は
いつでもウェルカムな雰囲気でありがたいです。
・十分されています。
・電話をくださったり、お手も細やかに情報伝達し
てくださいます。

・今後も、一人ひとりに合わせ、できる限り対応を
させていただきます。

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

・毎月各クラスからおたよりの発行、給食につい
ては給食部より献立やレシピを記載したおたより
の発行を行なっています。
・各クラスのおたよりでは当月・次月の予定を記
載し保護者の方へ行事予定の周知を行っていま
す。
・お子様の様子を写真付きで掲載し、どのようなこ
とをしているのか、どのような様子なのかを分かり
やすく伝えるようにしています。
・お子様が興味の持っている物や絵本なども掲載
し、家庭で過ごす際のヒントとなるようにもしてい
ます。
・長期休暇の前には緊急連絡先の記載を行い周
知を行なっています。

はい：３０

・お手紙で発信されています。
・毎月のクラスだよりとクラス懇談で映像など見せ
てもらっています。
・クラスだよりなどで活動内容など分かりやすく発
信をしてくださっています。
・毎月のクラスだよりなどで発信をしていただいて
います。
・いつも分かりやすい内容でおたよりをもらってい
るので、予定など把握しやすいです。

・今後も継続し、園での様子や取り組み、様々な
情報を分かりやすく伝えられるように努めていき
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

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ボランティアの方や園に関
わる業者においても守秘義務誓約書に署名をし
ていただき、個人情報保護について管理をしてい
ます。
・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にお答えいただき、
対応をしています。
・個人情報の資料に関しては、鍵付きの保管庫で
保管、管理を行なっています。

はい：２９　未回答：１

・されています。
・写真の取り扱いの確認をしていただいたりと、十
分に注意していただいていると思います。

・今後も継続していきます。
・社会情勢に応じて保護者の方へ確認する事項
は変更を行い、適切に対応することができるよう
に努めます。

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を作
成しています。
・契約時や入園説明会の際に、避難訓練の実施
や緊急連絡先、緊急時の対応については説明を
行っています。

はい：２７　どちらともいえない：１　わからない：２

・周知、説明をしていただいています。
・周知、説明のお知らせがすぐに届き、保護者会
ので詳しい説明も必ずしてくれます。
・説明があります。

・今後も継続していくとともに、保護者の方へ丁寧
に説明を行うよう努めます。

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

・月一回地震や火災を想定した防災訓練を実施し
ています。
・実施内容については消防署へ届出を行い、非
常食も常備しています。
・各クラスに防災頭巾を設置し、訓練の際にも使
用を行い、実際の場面で使用できるように訓練を
行っています。

はい：２８　わからない：２

・行われています。
・毎月避難訓練をしていただいております。
・定期的に避難訓練が行われていると思います。

・今後も継続していくとともに、保護者の方へ丁寧
に説明を行うよう努めます。

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、外部で行なわれている虐待及び人権研
修に積極的に参加しています。
・参加できない職員に対しても後日、朝礼や会議
の時間で伝達研修を行い情報共有を行なってい
ます。

・今後も積極的に研修などに参加し、お子様やご
家族の人権を尊重するとともに虐待防止に努め
ていきます。

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ません。 ・身体拘束を行うケースがあれば、保護者の方へ
説明の上、関係機関と連携を図り、身体拘束以
外の方法の提案に努めます。
・身体拘束する場合は内容などをしっかりと支援
計画に記載させていただきます。

非
常
時
等
の
対
応
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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

・食物アレルギーがあるお子様に対しては主治医
の指示書をもとに個別に対応しています。
・給食についても、アレルゲンとなる物は除去した
り代替品を提供しています。
・食事を食べる時には机を話して個別に対応をす
る等、必要に応じて環境整備を行っています。

・今後も保護者の方を通じて医療機関からの指示
をいただき、必要な対応を行い、お子様が安全に
生活できるように対応を行います。

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

・随時記入できる様式を作成しており、必要に応
じて記載しとりまとめています。
・ヒヤリハットがあった際には朝礼等で周知し、当
該クラスだけではなく全員で情報共有を行い、改
善に努めています。
・対策を行う場合にはクラス担任を中心に話し合
いを行い、必要に応じて管理職に相談を行い適
切な対応をとることができるようにしています。

・今後も継続し、必要な記録を作成し、全職員で
情報共有を行っていきます。
・必要に応じた対策をとる場合には、クラス担任
だけではなく、必要に応じて管理職もミーティング
に参加し、十分な対策をとることができるように努
めます。

非
常
時
等
の
対
応
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