
チェック項目 はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない

ご意見
ご意見を踏まえた

対応

1
子どもの活動等のスペースが十分に確保され
ているか

12件 3件

(はい)充分な広さの中、小集団・個別指導のスペースがはっきり
分かれていて、気持ちの切り替えがしやすくなっていると思いま
す。
(どちらともいえない)リズムウォークには少し狭そう
(どちらともいえない)個別の部屋が狭く物が多い

・個別の部屋について、お子様の事故につながらないように出て
いる強化子の整理を適宜行ない安全なスペースを確保する。

2 職員の配置数や専門性は適切であるか 12件 3件

(わからない)始めたばかりなので ・専門性を高め、質の高い療育を提供するための研修や勉強会を
継続する。
・わかりやすい説明を心がける。

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

15件

・児童に合わせた環境設定をおこなう。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境
となっているか。また、子ども達の活動に合わ
せた空間となっているか

15件

・引き続き日次、週次、月次の清掃を徹底する。
・引き続きクール間の換気を実施する。

5
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、児童発達支援計画が作成さ
れているか

15件

(はい)よく理解して頂いています。
(はい)保護者の要望を確認したうえで、カリキュラムを組んでもら
えています。満足しています。

・保護者様のニーズをお伺いし、個別支援計画に反映する。

6

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

13件 2件

・個別支援計画説明の際、わかりやすく丁寧にお伝えする。

7
児童発達支援計画に沿った支援が行われて
いるか

13件 2件

(はい)要望通り指先を使う作業やコミュニケーションの向上に繋が
る支援に取り組んでいただいています。

担当セラピストに個別支援計画の内容周知を行い、計画内容や
その時のニーズに沿った支援を行えるように努める。

8
活動プログラムが固定化しないよう工夫され
ているか

7件 3件 5件

(どちらともいえない)まだ短期間なので評価できず
(わからない)まだ通い始めて1ヶ月くらいなので、プログラムが固
定化しないように工夫されているかはまだわかりかねます。
(わからない)始めたばかりなので

セラピーノートにその日行ったプログラム内容が分かるようにお伝
えしていきながら、セラピー内容や教材のバリエーションを増やす
工夫を行う。

9
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流
や、障害のない子どもと活動する機会がある
か

3件 2件 6件 4件
(いいえ)まだそういう活動を利用したことがないです。
(わからない)コロナ禍ということもあるので、なかなかこういう機会
は難しいのかなと思っております。

10
運営規程、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか

15件

(はい)初めの契約の際にきちんと説明してくれました！ ・わかりやすい説明を心がける。
・質問に答えられるよう、全職員が内容を理解する。

11

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、支援内容の説明がな
されたか

14件 1件

・より丁寧で具体的な説明を心がける。　　　　　　　　　　　　　　　・
説明後には不明点等を必ず確認を行う。

12
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）が行われているか

5件 2件 3件 5件

(はい)1度、講演会に参加しました。また機会があったら参加した
いです。
(わからない)まだ家でこういう事やって下さいとかの指示は受けて
ないので、わかりかねます。

・フィードバック時にご家庭での様子も詳しく伺いながらご家庭でも
できそうなホームセラピーの提案も随時行っていく。

13
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、
子どもの発達の状況や課題について共通理
解ができているか

14件 1件

(はい)ささいな変化も見逃さないでいてくれるので、とても助かって
います。
(はい)なかなかお迎えや送りの際にゆっくりとお話できないのもあ
るので、もう少し時間があると良いなと思いますが、なかなか時間
の兼ね合いもあり、難しいのかなと思ったりもしてます。

・セラピーノートにて、その日行った内容をわかりやすく記入するよ
うに努める。
・フィードバックの時間で不十分だった場合は、後日ご面談の機会
も調整させて頂きながら共通理解を図る。

14
定期的に、保護者に対して面談や、育児に
関する助言等の支援が行われているか

8件 2件 2件 3件

(わからない)他のアンケート同様まだ通い始めて日が浅いので、
こういう事に参加したことはありませんが、初めの説明の際に面談
なども出来ると聞いたので、活用したいと思います。
(わからない)始めたばかりなので

・事業所内相談支援を提案する。（月一回）

15
父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか

2件 1件 9件 3件

(いいえ)必要ないと個人的に思います。
(わからない)参加した方がないため、わかりかねます。

16

子どもや保護者からの相談や申入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、子
どもや保護者に周知・説明され、相談や申入
れをした際に迅速かつ適切に対応されている
か

13件 1件 1件

・普段から保護者様の話に耳を傾けることを意識し、要望や悩み
を把握する。

17
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか

14件 1件

(はい)必ず対面で説明してくださるので、わかりやすく伝えてもらえ
ます。

・ノートはできるだけ詳細に記載する。　　　　　　　　　　　　　　　　・
フィードバック時は保護者様の気持ちを引きすような会話を心が
ける。

18

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信されているか

13件 1件 1件

(はい)お手紙やホームページ、LINEなどで投稿してくださってるの
で、拝見したりしております。

・引き続きお手紙やHP、SNSでの情報発信を継続する。

19 個人情報の取扱いに十分注意されているか 14件 1件

・引き続きファイルや書類の取扱いに注意する。
・フィードバック時の会話に配慮する。

20

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等を策定し、保護者に周
知・説明されているか。また、発生を想定した
訓練が実施されているか

11件 2件 2件

・適時研修を行なう
・実施後はおたよりやブログで研修報告を行なう

21
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか

7件 3件 5件

(はい)ブログで訓練など職員で行ったと載っていました！
(どちらともいえない)子どもも参加した訓練があるといいと思う
(わからない)先生方が訓練されている事は承知しています。

・年間スケジュールに沿って各種訓練を実施する。
・実施報告を引き続きSNSで行なう。

22 子どもは通所を楽しみにしているか 15件
(はい)とっても楽しみにしています。
(はい)毎回楽しく通わせて頂いてます。
(はい)毎回行くのが楽しみで大好きみたいです！

・担当以外の児童についても深く知り、気持ちの良い応対を心が
ける。

23 事業所の支援に満足しているか 13件 1件 1件

(はい)いつも保護者の意見を尊重し、子どもに向き合ってくださり
とても感謝しています。また、わがままな意見でも真摯に皆さん対
応してくださっています。定型発達の子と比較して、障害を抱えた
子どもは成長がゆっくりで、育児でも教育でも達成感が得られにく
いです。対応にも非常に大変で困難なことが多いです。それにも
関わらずお仕事に療育現場を選んでくださってありがとうございま
す。
(はい)支援は今の所満足しております。なかなか難しいのかもし
れませんが、駐車場がもう少しあればいいなと思っております。
(はい)親子で心の拠り所となっています。息子の笑顔を見て療育
以上のものを頂いていると感じる日々です。いつもありがとうござ
います！
(はい)短期間で多くの従業員が辞めたことは不安。働く環境が悪
いとセラピーにも悪影響が出るとおもうので。
(わからない)まだ短期間なので評価できず。

・職員同士が知識や技術を高めあえる関係を築く。
・児童や保護者様の変化を見逃さない。
・活発に意見交換し、課題に前向きに取り組む姿勢を保つ。

公表：令和　3年　12月　20日

事業所名　　　　てらぴぁぽけっと三郷駅前教室教室　　 保護者等数（児童数）：23　　回収数：15　　割合：65.2 ％
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保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表）



チェック項目 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

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

粗大運動、トイレトレーニングなどの際は使用場所が重ならないよ
う時間をずらすなどの声がけを行いスムーズに支援にあたれるよ
う工夫しています。
現在は個室３部屋分の他、個室が苦手なお子様にも対応できるよ
う、大部屋でもセラピーを行えるように準備しております。

2 職員の配置数は適切であるか

その日のご利用者様数に応じた職員体制を整えられるようシフト・
担当配置を行っております。
可能なかぎり補助人員として1名待機する体制を取っている。

今後、各クールの定員枠を４名まで受け入れ可能なように職員体
制を整えていく予定です。

3

生活空間は、本人にわかりやすく構造化された
環境になっている。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

おもちゃが特にお子様の目線に入る位置にあるなかで、リズム
ウォークなどの活動を行わなくてはならないので、セラピストの体
を外側にするなど、なるべくお子様の気がそれない様工夫してい
る。
テプラで玩具棚の箱に中身の表示、各部屋にお子様が見てわか
りやすいようイラストにてトイレや療育室の場所の表示を行ってい
ます。また、活動場所が視覚でわかりやすいようチャイルドゲート
を設置し安全面への配慮も行っています。

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。また、子ども達の活動に合わせた空
間となっている

おもちゃを拭くなどの日々の清掃や、曜日ごとの清掃日程を決
め、計画的に心地よく過ごせる環境を整えている。
毎日ドアノブ等、手に触れる箇所の消毒や室内清掃を徹底して
行っております。また、お子様のニーズに合わせて必要な強化子
の検討・導入を行っております。
クール後に必要に応じて強化子の消毒を実施し、さらに毎日終業
後に職員全員で掃除を行なっている。

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

毎日の夕礼で、その日のセラピーの振り返りをして、伝達事項、相
談などを皆で共有している。
職員各々で月間目標を設定し、目標達成のために必要なプロセ
スを表にまとめて実行、月末に職員全体で振り返りを行い意識の
向上に努めております。
月間目標シートを活用し、月次で目標設定と振り返りのための職
員会議を開催している。

時間がやや足りないと感じる時がある。

6
保護者等向け評価表により、保護者等に対し
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

アンケートの時だけではなく、日々のフィードバックで保護者さまと
出来る限りお話している。特にその日のセラピーの様子が少し普
段と違った時など、気にかけて質問する様にしている。
ご回答いただいた評価表にて教室への希望や改善点を頂いた際
は随時職員間にて共有を行うようにしております。マスクについて
のご要望につきましては現在、全員不織布マスクの着用に統一致
しました。

BクールとCクールの間の時間が短すぎる為、あまり話をお伺いで
きない時がある。
先日頂きました、職員が使用するマスクについてのご要望につき
ましては、不織布マスクを用意し、現在は全員不織布マスク使用
へと統一完了しております。

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

8
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

てらぴぁぽけっと本部による内部監査を実施(2021年10月)

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

なるべく時間を作り、研修に参加できる様している。
月に一度のSVの他、本部主催のオンラインワークショップに随時
参加し、セラピーについて質の向上に職員全体で取り組んでおり
ます。
毎月1回、本部スーパーバイザーによる教育機会が設けられてい
るほか、適宜セラピーに関する質問を行ない助言を受けている。

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

個別支援作成・評価の際は必ず親御様とアセスメントの機会を設
けさせていただき、現状お聴き取り、お子様に対するニーズをお
伺いし反映させて頂いております。

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

今後、年齢に応じた発達段階をふまえたアセスメントツールの作
成を検討中です。

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

13
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい
る

個人ファイルの裏表紙に個別支援計画を貼り、常にそのお子様、
保護者さまのご要望に沿ったセラピー内容なのか、確認できる様
にしている。
個人のセラピーデータファイルに個別支援計画のコピーを添付し
セラピストへの周知・把握、計画内容に沿ったプログラム立てを
行っております。

個別支援計画を作成した時と、今現在の保護者さまのニーズにズ
レが生じてきている時が稀にあるので、個別支援計画に沿った上
で、今のご家庭のご要望も組み入れる支援が必要だと感じる。

14 活動プログラムの立案をチームで行っている

毎日振り返り時に、その日のセラピーについて共有を行い、チー
ム全体でお子様1人1人の現状に応じた支援・プログラムの変更、
工夫に努めております。

15 活動プログラムが固定化しないよう工夫している

セラピー内容項目を多数用意したり、セラピーで使用する道具を
変えたり、お子様が飽きないように、楽しく集中して取り組める様
に進めている。
活動が続かないように、データの資料や職員と情報を共有し、プ
ログラムの内容を組むようにしている
週のご利用回数が多いお子様につきましては、毎回同じプログラ
ムの繰り返しにならないよう、時には複数のプログラムを日によっ
て交互に行ったりしながら楽しんで取り組んでいただけるよう努め
ております。

セラピーのコマが詰まってきてしまうとなかなか準備に時間をかけ
ることが出来ない点が気にかかる。

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

親御様とのアセスメントにてお伺いしたニーズに沿わせて頂きな
がら、適宜個別・集団で必要な内容を反映するよう努めておりま
す。

集団活動も積極的にして欲しいという保護者様のご要望も多い
中、なかなか同じクールに同年代のお子様が重ならない、理解度
がかなり違うお子様同士のクールであるなど、集団活動に持って
いくのがとても難しく感じる時が多くある。

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

リズムウォーク、はじめ、終わりの会の担当表を使用し、周知する
ようにしている。

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

振り返りの時間が長く取れない時が多いので、行動記録などにな
るべく細かくその日の様子、共有したい内容などを記入しておく様
にしている。
毎日の終礼にてセラピーに関する共有、申し送りも行なっている。

19
日々の支援に関して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

出来た出来ていないだけの記録ではなく、そのデータシートの余
白にその時どんな言葉が出た。その時どの様な所につまづいてい
るのか？など記入する様にしている。

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

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

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

まだすべてのお子様までは整えておりませんが、必要に応じて関
係機関と情報共有を行い、連携した支援に努めるようにしておりま
す。

今後予定されている三郷市の児童発達支援事業者との交流の機
会などに積極的に参加し、関係機関との連携を深めてまいりたい
と思っております。

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

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

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

26
移行支援として、小学校や特別支援学校（小
学部）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

来年3月に卒園を迎えるお子様をご支援しているため、保護者様
からのご要望に応じて移行先との連携を行なっていきたい。
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児童発達支援事業所における自己評価結果（公表）



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

28
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、
障害のない子どもと活動する機会がある

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

30
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子
どもの発達の状況や課題について共通理解を
持っている

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

ご家庭でのお困り事をお伺いしたとき、即答できる事は即答し、迷
う事は月一のSVの際に相談させていただいてご回答している。

もっと経験、専門知識を増やし、相談なしでもご回答できる内容を
増やしていきたい。

32
運営規程、利用者負担等について丁寧な説明
を行っている

契約時に読み合わせを行なわせていただいている。

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

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

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

36

子どもや保護者からの相談や申入れについて、
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

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者に
対して発信している

「てらぽけだより」やHP、ブログを定期的に更新し、情報発信を
行っております。
月に1回、お便りとして「てらぽけだより」を発行しているほか、HP
及びSNSにて教室や療育の様子を毎週火木土に発信している。

38 個人情報の取扱いに十分注意している 個人情報はすべて鍵付きの書庫にて保管している。

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

毎週火木に倫理的な留意事項も含んだ運営指針の読み合わせを
行なっているほか、月に1回、虐待防止に関するチェックシートへ
の回答を行ない、常に配慮した支援ができるように意識付けを行
なっている。

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

ABAのご紹介イベントのチラシを地域に配ったり、広く周知してい
ただけるよう活動している。

41

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアル等を策定し、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

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

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

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

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

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

毎月、虐待防止に関するチェックシートに職員全員回答している。

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
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