
 

 

 

 

公表 令和 3 年 6 月                      事業所名 中野区子ども発達センターたんぽぽ 

 チェック項目 回答結果 意 見 
工夫している点、課題や改善すべき点 

を踏まえた改善内容又は改善目標 

環

境 

・

体

制

整

備 

①

利用定員が指導訓練室

等スペースとの関係で適

切であるか 

 

活動内容により狭さを感じる 

感染対策を行いながら、可能な範囲で

スペースを確保している 

利用状況によるが、リハ室や放課後等

デイサービス活動室の活用もしながら

対応していく 

②
職員の配置数は適切で

あるか 

 

①福祉職の枠を増やしてほしい 

②業務負担や役割を考えると足

りない部分もある 

③日によって、放デイや在宅訪

問指導を考えると厳しい 

①②③対象児は未定頸や不随意運動

を伴うなど医ケアを要する重症心身障

害児なので、療育活動は 1 対 1 でなけ

れば成立しないことを中野区所管担当

者に理解していただけるよう、療育活

動場面の視察と対象児童の特性等を

プレゼンし人員確保に繋げたい 

③

生活空間は、本人にわか

りやすい構造化された環

境になっているか。また、

障害の特性に応じ、事業

所の設備等は、バリアフ

リー化や情報伝達等へ

の配慮が適切になされて

いるか  

バリアフリー対応になっている

が、本人たちにわかりやすく構造

化されているかと言われると不

明な点がある 

室内プールを除いて建物内部の床面

はフラットである 

部屋数は少ない為、分かりにくい場所

はないと思うが、お子様の特性を踏ま

えながら、必要に応じて配慮する 

④

生活空間は、清潔で、心

地よく過ごせる環境にな

っているか。また、子供

達の活動に合わせた空

間となっているか 

 

①フロアはきれいだが手洗い場

は汚いと感じることがよくある 

②時々床・マットが乱雑になって

いることあり 

①②活動後の振返りで点検し対処す

る 

業

務

改

善 

⑤

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

職員が参画 しているか 

 

①放課後等デイサービス利用の

訪問籍休日利用や一便下校利

用児が多いと振り返りができなく

なってきている 

②モニタリング前にケース会議

が一部行えた 

①振り返りが出来ない日が続かないよ

うに時間を作っていく 

必要に応じて、少人数でも実施し個別

での対応を行う 

 

②今後も定期的に実施していく 

⑥

保護者等向け評価表に

より、保護者に対して事

業所の評価を実施すると

ともに、保護者等の意向

等を把握し、業務改善に

つなげているか 

 

 

ガイドライン保護者評価のほか施設単

独アンケートを実施し、その結果及び

事業所の対応について保護者会等で

報告し業務改善に繋げている 

令和 2 年度 事業者向け 児童発達支援自己評価表(公表)  

14/14 回収率 100％ 



⑦

事業所向け自己評価表
及び保護者向け評価表
の結果を踏まえ、事業所
として自己評価を行うとと
もに、その結果による支
援の質の評価及び改善
の内容を、事業所の会報
やホームページ等で公開
しているか  

 

事業所としての対応は保護者会等で

報告し、法人本部のホームページに掲

載し公表している 

➇
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 

 

コロナ禍の為書面報告を 3 月に

実施 

令和 2 年度の第三者委員会は書面報

告方式としてヒヤリハット・アクシデン

ト・施設単独アンケートの結果を郵送

し、令和 1 年度の事業報告、ガイドライ

ンアンケート結果についてはホームペ

ージを閲覧して頂き、第三者委員二名

様のご意見を頂き、スタッフに周知して

いる 

令和 3 年度は三回目の第三者評価受

審の年となっている 

⑨
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 

 

コロナ禍で外部研修は自粛 

新卒作業療法士 1 名について、コロナ

禍の状況ではあるが、臨床経験値が

求められる職種であることから、法人

傘下の大規模施設に体験研修（令和 3

年 1 月～6 月、週 1 回）を依頼し実施し

ている 

研修にあたっては研修先の感染予防

対策を最優先に実施 

適

切

な

支

援

の

提

供 

⑩

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、児童発達

支援計画を作成している

か 

 

 

毎年、保護者様に療育のご意向を伺

い、児童の評価と併せて個別支援計

画を作成している 

⑪

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 

 

①重症心身障害の標準化された

アセスメントツールがない 

②既存のアセスメントツールから

ピックアップしたものを試作 

①②重症心身障害児者に特化した評 

価方法を作成・試行するチームの手法 

を参考に導入していきたい 

⑫

児童発達支援計画には、

児童発達支援ガイドライ

ンの「児童発達支援の提

供すべき支援」の「発達

支援（本人支援及び移行

支援）」、「家族支援」、

「地域支援」で示す支援

内容から子どもの支援に

必要な項目が適切に選

択され、その上で、具体

的な支援内容が設定さ

れているか 

 

 

集団療育をメインとしており、暦事（季

節）・自然（散歩、園芸）・運動（ムーブ

メント、レクリエーション）・リラクゼーシ

ョン（スヌーズレン、アロマ、マッサー

ジ）・創作（感触、製作）・視聴覚（音

楽、楽器）など万遍に取入れ、お子様

に偏りなく提供する中で、個別に合わ

せた支援を行っている 就学や幼稚園

等を併用される場合には、申し送りを

行い、他機関との連携・情報共有にお

いても積極的に参加し支援に繋げて

いる 



⑬

児童発達支援計画に沿

った支援が行われている

か 

 

アセスメントに基づく日々の記録

を記入し、見直しを行っている 

日々の記録は支援計画実施内容をチ

ェック出来る書式を用いており、意識を

深め、適宜振返りで点検している 

⑭
活動プログラムの立案を

チームで行っているか 

 

持ち回りにしている 

立案は輪番制にしている 

必要に応じて、相談しながら実施して

いる 

⑮

活動プログラムが固定化

しないよう工夫して いる

か 

 

①工夫しているが保護者に伝わ

っていない 

②令和 2 年度は施設単独アンケ

ート等で頂いたアイディアを誕生

会や活動内容に反映することが

できた 

①活動プログラムが偏らない様に配慮

すると共に、子どもにとっても同じ内容

にならないように配慮しているが、週１

回利用の児童を優先にしているため

複数回来ている児童は重なることもあ

る  また、同じプログラムでも、やり方

や教材等を変えて行うこともある 

言葉では伝わりにくいこともある為、保

護者への伝達方法を検討したい 

②プログラム内容は事業所だけでなく

保護者のアイディアも含め定期的に見

直し進化させたい 

⑯

子どもの状況に応じて、

個別活動と集団活動を

適宜組み合わせて児童

発達支援計画を作成して

いるか 

 

個別活動まではいかないが個別

の課題は意識している 

活動室が一つしかなく集団活動が主

体とならざるを得ない 個別活動はリ

ハ（PT・OT）の機会としているが、利用

人数が少ない時は個別活動を提供す

ることもある 

また、同じ活動室で２グループに分け

ての活動も試みている 

⑰

支援開始前には職員間
で必ず打合せをし、 その
日行われる支援の内容
や役割分担について確
認しているか 

 

 

朝のミィーティングで、予定する活動プ

ログラムの内容と役割分担、及び児童

の特性を踏まえた支援の在り方などの

確認を行っている 

⑱

支援終了後には、職員間
で必ず打合せをし、その
日行われた支援の振り
返りを行い､気付いた点
等を共有しているか 

 

①放デイ児童の登所タイミング
によってできない日もあるので、
その日気づいたこと、気になった
ことをリーダーが福祉職に報告し
て頂けると記録が書きやすい 
②送迎や時短下校などで参加で
きない職員もいる。振り返りの記
録を読むなどで対応している 
③できない日が多くなってきてい
る 

①お互いが意識をして声を掛け合い

対応できるようにしていく 

②必要に応じて、朝の打ち合わせや

個別でも対応していく 

③振り返りが出来ない日が続く場合に

は、少人数であっても行うようにする 



⑲

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 

 

 

検証・改善はモニタリング時に行って

いる  また、特定の児童については

その都度行っている 

⑳

定期的にモニタリングを

行い、児童発達支援計画

の見直しの必要性を判

断しているか 

 

 

日々の記録の際、支援計画実施内容

をチェックしている    モニタリング

時期にはケース会議を行い、見直しを

している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関

係

機

関

や

保

護

者

と

の

連

携 

㉑

障害児相談支援事業所

のサービス担当者会議

にその子どもの状況に精

通した最もふさわしい者

が参画しているか 

 

 

電話連絡による情報交換が主となって

いる現状であるが、サービス担当者会

議には児童の状況を把握している者

が参加している 

㉒

母子保健や子ども・子育

て支援等の関係者や関

係機関と連携した支援を

行っているか 

 

 必要に応じて関係機関と連携している  

㉓

（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を

行っているか  

部分的であるが… 

嘱託医、児童の主治医とは保護者を

介して、就学に向けては学校との連携

は行えている 

他の関連機関に関しても必要に応じ連

携して対応している 

㉔

（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

を整えているか 
 

緊急時対応は利用児童個々の

主治医（医療機関）と連携するの

で、協力医療機関との連絡体制

は希薄である 

利用児童はそれぞれに主治医を有し

ているので、保護者を介して主治医の

医ケア指示書（当事業所様式）を頂

き、保護者より事業所の嘱託医と看護

師へ係る手技等をレクチャーして頂い

ている 

㉕

移行支援として、保育所

や 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚

園、特別支援学校（幼稚

部）等との間で、支援内

容等の情報共有と相互

理解を図っているか 

 

当事業所利用児童は令和3年度

より幼稚園も併用されることから

双方のスタッフで支援内容等の

情報共有を実施している 

幼稚園入園以降も必要に応じてその

ような機会を持つこととしている 



㉖

移行支援として、小学校

や特別支援学校（小学

部）等との間で、支援内

容等の情報共有と相互

理解を図っているか 

 

 

保護者の承認を得て「指導経過など連

絡票」を作成し情報提供している 

新年度早々に区の担当所管、四所す

こやか福祉センター、当該学校教員、

当該事業所担当者間で、支援内容等

の情報共有を行っている 

㉗

他の児童発達支援センタ

ーや児童発達支援事業

所、発達障害者支援セン

ター等の専門機関と連携

し、助言や研修を受けて

いるか 

 

 

必要な研修参加はしている 

対象児が、重症心身障害児で要医療

的ケアも含むため積極的な意見交換

等は行えていない ただ、同様の事業

とは連携はできている 

㉘

保育所や認定こども園、

幼稚園との交流や、障害

のない子どもと活動する

機会があるか 

 

①コロナ禍で交流機会自粛 

②緑野小学校と交流する機会が

あっても良いと思う 

隣接する学童クラブの学童と年 1 回の

交流があるほかは、こうした機会はな

い   ただ、利用児童(重症心身障害)

の特性から、感染症の心配もあり慎重

に対応したい 

㉙

（自立支援）協議会子ど

も部会や地域の子ども・

子育て会議等へ積極的

に参加しているか 

 

主宰側がコロナ禍で開催自粛 参加要請されればその用意はある 

㉚

日頃から子どもの状況を

保護者と伝えあい、子ど

もの発達の状況や課題

について共通理解を持っ

ているか 

 

行っているが不十分であり差が

あると思う 

連絡帳や電話連絡等及び年 2 回の面

談で共通理解を持つようにしている

が、通園日数や通園歴により保護者と

の関係性に差はあると思われる  

特に意思表示の少ない保護者への寄

り添いが必要と感じている 

㉛

保護者の対応力の向上

を図る観点から、保護者

に対して家族支援プログ

ラム（ペアレント･トレーニ

ング等）の支援を行って

いるか 

 

 

ペアレント・トレーニングとまではいか

ないが、ご相談やご質問等に対し、そ

の都度対応している 

保

護

者

へ

の

説

㉜

運営規程、支援の内容、

利用者負担等について

丁寧な説明を行っている

か 

 

 

利用契約時に実施している  

また、運営方針や運営規程、苦情窓

口など玄関エントランスホールの壁に

掲示している  



明

責

任

等 
㉝

児童発達支援ガイドライ
ンの「児童発達支援の提
供すべき支援」のねらい
及び支援内容と、これに
基づき作成された「児童
発達支援計画」を示しな
がら支援内容の説明を
行い、保護者から児童発
達支援計画の同意を得
ているか  

 

令和 2 年度に関しては新型コロナウィ

ルス感染症予防の観点から対面でな

く、書面と電話で説明し同意を得てい

る 

令和 3 年度は対面式で実施している 

㉞

定期的に、保護者からの

子育ての悩み等に対す

る相談に適切に応じ、必

要な助言と支援を行って

いるか 

 

不十分である 

日々の連絡帳や親子通園時等で相談

を受けることがあり、その都度、必要な

助言や支援を行っている   

受け身であることから定期的にお声を

掛けることとしたい 

㉟

父母の会の活動を支援

したり、保護者会等を開

催する等により、保護者

同士の連携を支援してい

るか 

 

①コロナ禍で書面報告とし、ご質

問等は電話、ファックス、メール

で受けました 

②保護者会と併せて保護者交流

企画を思案している 

①今年度はコロナ禍のため 2 回の保

護者会はいずれも書面報告としご意

見は担当者が受けている 

②親の会は結成されてまだ間もないで

すが、コミュニケーションを深め見守り

たい 

㊱

子どもや保護者からの相

談や申し入れについて、

対応の体制を整備すると

ともに、子どもや保護者

に周知し、相談や申入れ

があった場合に迅速かつ

適切に対応しているか 
 

 

保護者会、各アンケート、連絡帳、電

話等で頂いた相談や申入れについて

は、迅速に対応するよう努めている  

また、ご意見箱の設置や苦情処理シ

ステムをエントランスホールに掲示して

いる 

㊲

定期的に会報等を発行

し、活動概要や行事予

定、連絡体制等の情報を

子どもや保護に対して発

信しているか 

 

 

日常的には、連絡帳や電話で情報交

換しているが、月の予定表やたんぽぽ

だよりを年 4 回発行している 

必要に応じて、お知らせ(お手紙)で連

絡事項をお伝えしている 

㊳
個人情報の取扱いに十

分注意しているか 

 

 

エントランスコーナーに保護者各位が

自由に閲覧できる綴りを設置し、その

中に「個人情報保護に関する規則」を

綴っている 

職員一同はこれに則り行動している 

㊴

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をし

ているか 

 

不十分である 

保護者から子どもの情報を頂き、子ど

もの状況から絵カードや写真、マカトン

サインを提供するなどしている 

職員には子供の些細な動きから発信

され意思を読み取る観察力と洞察力を

養う努力を求めている 



㊵

事業所の行事に地域住

民を招待する等地域に

開かれた事業運営を図っ

ているか 

 

コロナ禍で行えず 

対象児は免疫力が弱いことや障害の

程度・保護者の考え方も様々である

為、慎重な対応をしたいと考えている  

その為、今後も感染症予防の観点か

ら可能な範囲内で無理のない対応とし

ていきたい 

非

常

時

等

の

対

応 

㊶

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、職員や保護者に周知

するとともに、発生を想

定した訓練を実施してい

るか 
 

①訓練のための訓練になってい

る節がある 

②保護者に周知できていない 

①非常災害計画に基づいた訓練の実

施を検討する 

②防火防災防犯訓練の様子を保護者

会やたんぽぽだより（季刊）で周知した

い   また、コロナ禍による感染予防

対策を随時書面で周知している 

㊷

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 

 

定期的に避難訓練を行っている

が、流れ作業になっており、振り

返りが十分でない気がする   

もっと工夫できる点があるのでは

ないか 

保護者評価アンケートで「あまり緊張

感が無い感じで不安を感じた」と指摘

を受けたことを重く受取り行動すること

を職員一同で確認した 非常災害計画

に基づいた訓練の実施を検討する 

㊸

事前に、服薬や予防接

種、てんかん発作等のこ

どもの状況を確認してい

るか 

 

一覧表にまとめ、カルテに記載し

ている 

保護者への聞き取りや主治医の「医療

的ケアの指示書」から情報を得て一覧

表にまとめ、カルテに記載し、定期的

に確認している 

㊹

食物アレルギーのある子

どもについて、医師の指

示書に基づく対応がされ

ているか 

 

 

利用契約前の健診や初回通園時等で

必ず確認を行っている  医師の指示

書や学校での対応を参考にして施設

でのアナフィラキシー時の対応方法を

マニュアル化している 

㊺

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 

 

 

ヒヤリハット等が発生した際、回覧用

報告書で素早く周知する体制にある 

毎月の事業担当者会議で改善策を立

て施設長の承認を得て、全職員が確

認の署名を終えてファイル化している 

毎月の職員会議で件数・内容を確認

し、年度末に集計・分析を行い予防に

繋げている 

㊻

虐待を防止するため、職

員の研修機会を確保す

る等、適切な対応をして

いるか 

 

日々チェックしているが研修には

行っていない 

日々の振り返りや職員会議で確認を

行っている  今年度は関係する研修

に職員派遣は出来なかった 



㊼

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、子どもや保護者に事

前に十分に説明し了解を

得た上で、児童発達支援

計画に記載しているか 
 

現在対象児はいない 
現在は対象となる児童はいないが、対

応する手順は用意できている 

 


