児童発達支援自己評価結果公表用
事業所名：feel小久保

公表日： 2022年 2月 7日
区分

保護者の評価

保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

【各部屋の使用状況】療育スペースの確保と
密を避けるために1号室と5号室に分かれて
療育を行っています。
必要に応じてパーテーションで区切り個別療
育時に集中しやすい環境やクールダウン出
来る場所を整えていますが、必要のない時
は広い空間で過ごせるように配慮しておりま
す。
利用定員に応じた指導訓練室等スペースの
【安全面への配慮】フローリングの上にジョイ
1 十分な確保
ントマットを敷き、背の高い家具には転倒防
止の伸縮棒を設置しています。運動などの
動きがある活動をする時には、机を移動さ
せ、広くしてから活動することで、安全面に配
慮をしています。

引き続き療育スペースの確保と密を避ける
ために1号室と5号室に分かれて療育を行っ
ていきます。
今後新型コロナウイルス感染症が落ち着け
ば個別での参観日を設けて保護者の方に普
はい66.7％ どちらともいえない8.3％
段の療育の姿を見ていただける機会を作り
いいえ
わからない25％
たいと考えています。
またブログのお写真を見て頂けたらお部屋
実際の療育中に一緒に部屋に入ったことが
の雰囲気をご確認していただけると思いま
ないのでわかりません。
す。
スペースについては療育の様子を見たこと
がないのでわからない。

【定員】一日の定員は10名までになっていま
す。職員は、常時5名以上配置されていま
す。
【専門性】スタッフは全員が有資格者です（保
育士、臨床心理士、公認心理師、教員免許、
児童指導員等）。スタッフの資格や経歴、好
きなことを玄関の掲示やホームページにてお
知らせしています。今後も、スタッフの専門性
を活かした療育内容（カウンセリング、制作、
身辺自立等）を計画していきたいと思いま
す。
【カウンセリング】カウンセリングやプレイセラ
ピーが必要な場合は臨床心理士や公認心
理師の有資格者または受験資格のあるス
タッフが対応するようにしています。

言葉の発達は運動機能、認知機能、社会性
の発達など様々な要因が影響をしていると
考えられます。feelでは保育士、臨床心理
士、公認心理師、教員免許、児童指導員等
の視点で様々な要因に対してアプローチを
行い、上記の資格を持ったスタッフが言語発
達を促す取り組みを行っています。
またことば音楽療法の資格を持っているス
タッフから指導を受けプログラムに取り入れ
ています。

2 職員の適切な配置
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境
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備

現状評価（実施状況・工夫点等）

はい83.3％ どちらともいえない16.7％
いいえ わからない
言語聴覚士の方がいらっしゃると更に嬉し
い。
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・玄関や勝手口等の段差については借家の
ため改修が難しく、ご不便をおかけしており
ます。
・お子さんへの分かりやすい支援として、特
性に応じて、絵カード等の視覚支援やICT
（パソコン・タブレット）の活用、スケジュール
化等を行っています。
・おやつを選ぶ時には操作できるレプリカの
硬貨を活用したり、体調や気分を指差しで表
現できるようにバロメーターの表を掲示する
本人に分かりやすい構造、バリアフリー化、 などの視覚支援を行っています。
3 情報伝達等に配慮した環境など障害の特性 ・課題の後にごほうびのシールやお子さんの
好きな玩具等を準備することで、達成感を感
に応じた設備整備
じていただけるよう工夫しています。
・プログラム活動時には、見通しが持てるよう
に事前予告の声かけを行ったり、タイマーを
使用して切り替えのタイミングをわかりやすく
したりしています。
・玩具の棚は片付けやすいように写真を貼っ
て、どこへ片付けるかお子さんにとって分か
りやすくしています。

・熱中症や脱水を起さないように、一年を通
して活動の合間にお子さんに水分補給を促
しています。
・また、感染症予防のために一年を通して常
時換気をしています（猛暑日等は30分に一
度換気）。
・おやつの机は使うたびにアルコール除菌を
行ったり、よく使うものや触るもの(ドアノブな
ど)に毎日アルコール消毒をしたりしていま
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に す。また、おやつ前とおやつ後は手洗い、ア
4 合わせた生活空間の確保
ルコール消毒を徹底しています。
・1,5号室に加湿器を置き、風邪やウィルス感
染の予防につなげています。
・毎日療育後は午前・午後ともに掃除機とア
ルコールでの床拭きによる清掃を行い、教材
や玩具のアルコール消毒をおこなっておりま
す。
・緊急事態宣言中は個別療育後にその都度
教材や机,椅子のアルコール消毒を行ってお
ります。

はい79.2％ どちらともいえない20.8％
いいえ わからない

今後もお子さんの特性に応じて、教材や環
境を調整し、継続して取り組んでいきます。
①同様に、今後新型コロナウイルス感染症
が落ち着きましたら個別での参観日を設け
て保護者の方に普段の療育の姿を見ていた
だける機会を作りたいと考えております。
またモニタリング月等に保護者の方のご要
望があればお子さんのご様子を動画に記録
して配信するサービスなども検討中です。

①同様、中の様子を見たことがないのでわ
かりません。

お子さんが清潔で心地よく安心して過ごせる
ように、継続して掃除や環境を整えていきた
いと思っています。
また引き続き毎日の掃除機での清掃と、ア
ルコールでの床拭き清掃を行っていきます。
はい91.7％ どちらともいえない4.2％
いいえ
わからない4.2％
帰宅時に子供の足裏を除菌する為にウェッ
トティッシュで拭くと、何度か黒く汚れていた
ので床などの拭き掃除の頻度が気になっ
た。

業
務
改
善

毎日、職員間での情報共有、目標や行動、
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目 プログラムの振り返りを行っています。
1 標設定と振り返り）への職員の積極的な参
画

継続して取り組んでいきます。

他事業所間での情報共有やプログラム、研
第三者による外部評価を活用した業務改善 修内容等、情報交換をしながら業務改善を
2 の実施
図っています。

継続して取り組んでいきます。

・職員は、常時5名以上配置されており、全員
が有資格者です（保育士、臨床心理士、公認
心理師、教員免許、児童指導員等）。スタッフ
の資格や経歴、好きなことを玄関の掲示や
ホームページにてお知らせしています。
・スタッフの専門性を高めるために、学期ごと
に1回内部研修を行っています。
・内部研修では、WISC-Ⅳ知能検査、K式発
達検査2020や虐待予防、算数のつまずき、
職員の資質の向上を行うための研修機会の
保育所等訪問、障害告知、カウンセリング不
3 確保
登校の対応、継次処理と同時処理、カウンセ
リング等を題材にして行っています。 外部研
修は、愛着の知識で子どもの理解を深めよ
う、ペアレントトレーニング、小学校における
特別支援ワークショップ、ロールシャッハ研
究会、関係構築等の研修に参加し、日々研
鑽しています。

継続して取り組んでいきます。

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
1 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
適
切
な
支
援
の
提
供

子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団

2 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

・太田ステージ評価や質問－応答関係検
査、新版K式発達検査2020、WISC-Ⅳ知能
検査、行動観察、保護者の方からの聞き取 はい91.7％ どちらともいえない4.2％
いいえ わからない4.2％
り等の多角的な視点からアセスメントを行
い、支援計画を作成しています。
・保護者の方の願いに即して作成させていた
だいています。

面談の中で支援計画の内容等、ご意向に沿
わない場合はお伝えして頂けたら幸いです
が、その場で伝えにくい場合は後日電話や
連絡帳などでお伝えして頂きたいとお話をす
る前に保護者の方にお伝えしていきます。

集団のプログラムを実施する前に必要のあ
るお子さんに対して個別で内容を伝えたり練
習を行ったりしています。また個別で取り組
んだ後にお友だちと取り組むとどのように変
わるのか等を考え、個別と集団が連動する
ような療育も行っています。

継続して取り組んでいきます。

短期目標では1ヶ月～6カ月でお子さんが達
成できそうな項目にポイントをしぼり、普段の
様子や保護者の方の聞き取り等を参考に具 はい87.5％ どちらともいえない4.2％
児童発達支援計画又は放課後等デイサービ 体的な支援を検討しています。支援目標を いいえ わからない8.3％
3 ス計画における子どもの支援に必要な項目 達成するために、具体的にどのような働きか
の設定及び具体的な支援内容の記載
けが必要かについて記載し、作成させていた
だいています。

継続して取り組んでいきます。

支援計画に沿って日々の活動内容を検討
はい95.8％ どちらともいえない
し、支援計画以外でも必要と感じる項目は、 いいえ
わからない4.2％
お子さん・保護者の方と相談しながら療育の
プログラムに取り入れるようにしています。
児童発達支援計画又は放課後等デイサービ また月に一回お子さんお一人おひとりの月
4 ス計画に沿った適切な支援の実施
案を立て支援員同士で話し合う機会を設け
ております。

継続して取り組んでいきます。

・SST、制作（ビジョントレーニング）、運動の
プログラムについて2名以上のスタッフでチー
ムを組んで立案し、立案したものをミーティン
グの中でも協議しています。

継続して取り組んでいきます。

・降園後に利用される平日は、本人の気持ち
や体調等に応じて個別療育や余暇など活動
する順番を考慮しています。
・長期休暇時には玩具の制作等、普段しな
い活動を取り入れることで楽しみながら課題
平日・休日・長期休暇に応じた、きめ細やか に取り組めるようにプログラムを考えていま
6 な支援
す。
・長期休暇中はご希望に応じて、生活習慣が
変わることが苦手な午後利用のお子さんに、
午前にご利用していただくなど、お子さんの
特性に応じて柔軟に対応をしています。

継続して取り組んでいきます。

・小集団活動では、２週間ごとにプログラムを
変更し、SST、ことば音楽、運動、英語あそび
などの活動を行っています。また、計画した
プログラムでもその日のお子さんの様子に
合わせて柔軟にアレンジし、参加しやすくな
はい87.5％ どちらともいえない
るよう工夫しています。
いいえ
わからない12.5％
活動プログラムが固定化しないような工夫の ・個別療育では、お子さまの理解度に合わせ
7 実施
たり、興味のあることなどを取り入れたり、お
子さまと保護者の方からのニーズをお聞きし
たりしながら内容を考えています。
・長期休暇時には水遊びや外遊び、玩具の
制作等、いつもとは違う活動をしています。

継続して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

適
切
な
支
援
の
提
供
（
続
き
）

支援開始前における職員間でその日の支援

8 内容や役割分担についての確認の徹底

・週はじめに各プログラムの教示方法や注意
点についてスタッフで共有したり、ロールプレ
イや話し合いを行ったりして、プログラムのイ
メージがしやすいように工夫しています。

継続して取り組んでいきます。

・次に出勤するスタッフに情報が共有できる
よう、小集団活動のプログラムについて良
かった点や反省点を記述したり、小集団活動
支援終了後における職員間でその日行われ のチェックリストにスタッフの振り返りを記載
9 た支援の振り返りと気付いた点などの情報 したりしています。
・また、メモやホワイトボードを活用する等し
の共有化
て、必要な引継ぎを行っています。

継続して取り組んでいきます。

・個別、小集団療育ともに保管用の記録と保
護者向けのスケジュールを連絡帳に記載し
ています。
・ミーティングを通して、気になったことやよ
かった支援などを話し合い、良かった支援は
スタッフで共有して継続しています。

継続して取り組んでいきます。

ミーティングの中で計画の見直しをし、1～
6ヶ月に一度はモニタリングを行っています。

継続して取り組んでいきます。

日程調整ができた際には、児童発達支援管
理責任者、個別担当が出席し、情報共有や
子どもの状況に精通した最もふさわしい者に 役割分担について話し合っています。
1 よる障害児相談支援事業所のサービス担当
者会議への参画

継続して取り組んでいきます。

現在、医療的ケアが必要なお子さんはご利
用されていませんが、保護者の方のご要望
に応じて保健、医療、障害福祉、学校との情
報共有や支援会議を実施しています。

継続して取り組んでいきます。

現在、医療的ケアが必要なお子さんはご利
用されていませんが、お子さんが通院してい
る病院との連携のため主治医からのアドバ
イスを参考にさせていただいたり、協力医療
機関（あだちこども診療所：加古川）と情報提
供・共有をさせていただいています。

継続して取り組んでいきます。

日々の支援に関しての正確な記録の徹底

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達

11 支援計画又は放課後等デイサービス計画の
見直し

（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）
2 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

（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）
3 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体
制の整備

関
係
機
関

関
係
機
関
と
の
連
携

お子さんが通われている保育所や幼稚園等
児童発達支援事業所からの円滑な移行支 の担任の先生と必要に応じて支援方針や対
援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、 応について情報共有させていただいたり、訪
4 小学校、特別支援学校（小学部）等との間で 問活動を通じてより細かな移行支援につな
げたりできるように働きかけています。
の支援内容等の十分な情報共有

継続して取り組んでいきます。

卒業後に、障害福祉サービス事業所をご利
用する方がこれまでにおられなかったのです
が、今後もしご利用の方がおられましたら、
必要に応じて情報提供・共有ができましたら
と思っています。

継続して取り組んでいきます。

各スタッフが学会、LDセンター等の専門機関
での研修を受けています。

継続して取り組んでいきます。

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
5 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や発達障害者支援セ

6 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
今年度は交流する機会がありませんでした。 はい45.8％
いいえ4.2％

どちらともいえない12.5％
わからない37.5％

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
7 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

事業所の行事への地域住民の招待など地

8 域に開かれた事業の運営

毎朝の事業所前の清掃活動時に地域の方
とお話をさせていただいたりすることで、どの
ような事業所かを知ってもらい、ご相談しや
すくなるよう努めています。

新型コロナウイルス感染症が落ち着いた際
には、交流できる機会が作れるように検討を
行っております。

継続して取り組んでいきます。

最初の契約時に、支援計画の説明、利用者 はい100％ どちらともいえない
負担等についてご説明させていただいてい いいえ
わからない
ます。変更があった際には、その都度ご説明
支援の内容、利用者負担等についての丁寧 させていただき、同意を得ています。
1 な説明

継続して取り組んでいきます。

支援計画の書類を提示しながら、支援目標 はい95.8％ どちらともいえない
や支援方法についてご説明させていただき、 いいえ
わからない4.2％
児童発達支援計画又は放課後等デイサービ その中で成長していることや気になること等
2 ス計画を示しながらの支援内容の丁寧な説 について保護者の方と情報共有したり、対応
についてのアドバイスをさせていただいたり
明
しています。

継続して取り組んでいきます。

保
護
者
へ
の
説
明
責
・
連
携
支
援

保護者向けに学期ごとに1回、年度内計3回
のペアレントトレーニングの研修をさせてい
ただくことで将来を考えるきっかけになった
り、保育所 などの関係機関との話し合いの
保護者の対応力の向上を図る観点から、保 仕方などを学んだりする機会に繋がるように
3 護者に対するペアレント･トレーニング等の支 しています。今年度は1学期にコロナ禍にお
援の実施
ける危機対応、2学期に継次処理と同時処理
と障害告知の研修を行いました。3学期にも
ペアレントトレーニングを実施予定です。

はい75％
どちらともいえない4.2％
いいえ わからない20.8％

・個別療育での状況や課題はスケジュール
に記載してファイルに挟んでお渡ししたり、取
り組まれた課題を一度ご家庭に持ち帰って
頂いたりしています。
・小集団の様子はお迎えに来られた際に口
子どもの発達の状況や課題について、日頃
頭でお伝えしています。
4 から保護者との共通理解の徹底
・お子さんの対応や関係機関などとの連携に
ついては、随時お時間をとらせていただき、
ご相談させていただいています。

はい91.7％ どちらともいえない8.3％
いいえ
わからない

今まで通った事業所の中で最も手厚くして頂
いてます。

連絡帳にご記入いただいている場合はこち
らからお話させて頂いたり、内容によっては
個別でお時間を設けさせていただいたりして
おります。駐車場の数に限りがあり近隣の方
連絡帳以外の当日の療育後のやりとりの時 のご迷惑にもつながるため、送迎時のお話
間が毎回短く疑問や質問がすぐには解消し は短めでお願いしたいことや相談などがある
づらい印象があった。
場合は別にお時間をいただきたいということ
を契約時にお話しさせて頂いております。

・随時、保護者の方からの相談に応じたり、 はい91.7％ どちらともいえない4.2％
気になることや嬉しかったことがあった場合 いいえ
わからない4.2％
は、支援員の方からお声がけして、療育中の
お子さんのご様子を共有しています。
保護者からの子育ての悩み等に対する相談 ・ご希望のある方には継続したカウンセリン
5 への適切な対応と必要な助言の実施
グを行っております。

父母の会の活動の支援や、保護者会の開

6 催による保護者同士の連携支援

できるだけたくさんの方が参加しやすい日程
を考えていこうと考えております。

学期に１回は保護者交流会や勉強会を開催 はい66.7％
し、平日だけでなく土曜日にも開催したり、早 いいえ
めにご案内を配布したりすることで出来るだ
け多くの保護者の方に出席していただきや
すくなるように心掛けています。研修後に、
保護者交流会を続けて行い、普段のお子さ
んとの関わりで気になることや上手くいった
対応等についてお話していただける機会を
設けています。

どちらともいえない4.2％
わからない29.2％

・契約時に苦情相談の担当者や事業所以外 はい58.3％ どちらともいえない
での窓口についても説明しています。
いいえ
わからない41.7％
・普段から気になったことを相談しやすいよう
子どもや保護者からの苦情に対する対応体 な関係性作りを継続していきます。
7 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

普段から気になったことなどのエピソードを、
相談したりお話しいただけたりする関係性作
りを行っていきます。

継続して取り組んでいきます。

継続して取り組んでいきます。

・お子さまや保護者の方とお話をする時に
はい87.5％ どちらともいえない8.3％
は、口頭だけではなく、メモやLINE、メール いいえ
わからない4.2％
等、後で見ても分かる形にしています。行き
違いが生じることがなくなるよう、お電話や直
接お話させていただいた内容を改めてメモや
障害のある子どもや保護者との意思の疎通 メール等でお伝えすることを心掛けていま
8 や情報伝達のための配慮
す。
・お子さんの特性によって、文字を紙に書い
たり、絵で表したり、大事な話を先にしたり、
何回かに分けてお伝えしたりしています。

継続して取り組んでいきます。

活動内容は毎週土曜に玄関掲示を行い、ま はい95.8％ どちらともいえない
たブログにもアップしてお知らせしています。 いいえ わからない4.2％
行事やアンケートがあるときにはお便りを配
定期的な会報等の発行、活動概要や行事予 布したりLINE等でお知らせの配信をしていま
9 定、連絡体制等の情報についての子どもや す。
保護者への発信

継続して取り組んでいきます。

・契約時に記入していただいたの個人情報 はい79.2％ どちらともいえない4.2％
についてのアンケートをもとに、玄関やブロ いいえ わからない16.7％
グの掲示を考えたり、個人情報は鍵付きの
書庫に片付けたりしています。また閉所後や
長期休暇中は書庫を施錠しています。
・スタッフとの雇用契約時に個人情報の秘密
保持を厳守するよう説明しています。
・スタッフには雇用契約の際に個人情報の取
り扱いについて注意喚起を行っております。

継続して取り組んでいきます。

・緊急時の対応については契約時に説明し、 はい83.3％ どちらともいえない8.3％
防犯についてはSSTの中で不審者対応を
いいえ
わからない8.3％
行ったりしています。
・感染症についてはマニュアルに基づいて対
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感 応を考えています。
1 染症対応マニュアルの策定と、職員や保護 ・各マニュアルをどなた様にも閲覧・確認して
者への周知徹底
いただけるようにホームページに記載してお
ります。

継続して取り組んでいきます。

地震・不審者・水害・てんかん発作等への対 はい83.3％ どちらともいえない
応や避難訓練を実施し、水やお菓子の備蓄 いいえ
わからない16.7％
をしています。避難訓練は、学期ごとに1回
以上実施しています。避難先でスムーズに
非常災害の発生に備えた、避難、救出その 保護者の方へ引き渡しが出来る様、保護者
2 他必要な訓練を定期的に実施
の方の電話番号、住所の書かれた紙を非常
食とともに非常持ち出しカバンの中に入れて
います。

継続して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

非

非
常
時
等
の
対
応

新人スタッフ、継続スタッフそれぞれに虐待
防止の研修を行ったり、毎日のミーティング
の中での子どもへの対応について話し合っ
虐待を防止するための職員研修機会の確保 たりしています。
3 等の適切な対応
また虐待防止委員会を立ち上げて年に２回
話し合いの場を設けています。

継続して取り組んでいきます。

半年に一回保護者の方とお話をさせていた
やむを得ず身体拘束を行う場合における組 だき、ご署名をいただいています。また年に
織的な決定と、子どもや保護者に事前に十 ２回会議の場を設けて職員の話し合いもおこ
4 分に説明・了解を得た上での児童発達支援 なっています。
計画又は放課後等デイサービス計画への記
載

継続して取り組んでいきます。

食物アレルギーがあり、指示書が必要な方
には記載していただき、支援員がすぐに確認
できるようアレルギーのあるお子さんの名前
をおやつの棚に表記しています。

継続して取り組んでいきます。

お子さまの安全に関係する事等、ミーティン
グで話し合った後に、ヒヤリハット報告書を作
成し、対応策を考えています。
また大久保・西明石・小久保Ⅱの事業所とも
個人情報を伏せた上で情報共有を行い、同
様の状況が起こらないよう努めています。

継続して取り組んでいきます。

食物アレルギーのある子どもに対する医師

5 の指示書に基づく適切な対応

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

6

・フィールさん大好きと言っています.
➡お子さまに楽しんで療育に参加していただけるよう、今後も様々なプログラムを考えさせていただき、お子さまの成長の過程を、ご本人、ご家族の方と一緒に歩んでいきたいと思います。
・子どもが毎週行くのを楽しみにしています。先生方もその日の出来事などを詳しく教えて下さるのでとても助かっています。本当にありがとうございます。なかなか難しいかもしれませんが、送
迎があればもっと良いなとは思いました。
➡お子さんの「楽しい」という気持ちが成長など色々なものに繋がっていくので、今後も一人ひとりのお子さんと向き合って、1日10人のがいらっしゃいましたら、10通りの楽しさが作れるように関
わっていきたいと思っております。
お時間が限られているため送迎時はゆっくりお話しできない日もありますが、ご家族の方が安心してお子さんを通わせられるようにできるだけ色々な形でお子さんのご様子を伝えていきたいと
思っております。
いつもお忙しい中、送迎にご協力を頂き大変感謝しております。
・その日の様子などは連絡帳などてある程度知ることができますが、一度親も療育中の見学する機会があればいいと思います。
➡上記の保護者の評価を踏まえた改善目標・内容の１にも記載いたしましたが、また今後新型コロナウイルス感染症が落ち着けば個別での参観日を設け、保護者の方に普段の療育中のお子
さんの姿を見ていただける機会を作りたいと考えております。

