
事業所における自己評価結果（職員アンケート） 

公表：2021（令和 3）年 3月 24日            事業所名  社会福祉法人 雲柱社 賀川学園  

〇この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。 

 チェック項目 はい いいえ 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 

92.8％ 7.1％ ・収納などもう少しスペー

スはあった方が良いと思う

が、子どもの負荷にはな

らないよう整理整頓を心

がけている。 

 

 

②  職員の配置数はてきせつであるか 100％ 0％ 基準より多くの職員を配

置している。 

 

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 

76.9％ 15.3％  ・バリアフリーにおいては改善

すべき点はあり（段差、階段

等）。今後検討していく。 

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。 

92.3％ 7.1％ ・感染症対策のため清掃

に加え消毒も行った。安

全に過ごせるよう日々備

品や室内に問題がないか

チェックしている。 

 

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 

100％ 0％   

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か 

100％ 0％ ・第三者評価に加え、評

価アンケートを実施し、保

護者の意向を確認する機

会を増やした。 

 

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 

100％ 0％   

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か 

100％ 0％   

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 

92.3％ 0％ ・職員全員に自己啓発研

修の機会あり（年１回）。・

学園内にて職員間の学習

会・ケース会の機会あり。 

 

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 

100％ 0％ ・クラス職員間でケース会

議を行い、保護者と面談

を実施した上で計画を立

てている。 

 

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 

92.3％ 7.6％ ・個々に合わせてツール

を活用している。 

 

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 

92.3％ 7.6％ ・個々に応じたコミュニケ

ーション方法の選択。 

・それぞれの達成感。 

・生活リズムを整えるなど

個々または各家族に応じ

て設定している。 

・地域資源を利用したケース

などの情報共有を全体ででき

るようにしていく。 

⑬  児童発達支援計画に沿った支援が行

われているか 

100％ 0％ ・半期に１回計画に沿った

振り返りを保護者と実施し

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 

100％ 0％ ・立案のための時間を計

画的に確保している。 

 

⑮  活動プログラムが固定化しないように

工夫しているか 

92.3％ 7.6％ ・１つの活動プログラムの

中でも個々にねらいを設

 



けて実施、反省、展開して

いる。 

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か 

 

100％ 0％ ・週一日クラスにおいて個

別指導はないが、机上学

習の時間を設け、それぞ

れのねらいに応じた課題

を提供している。 

 

⑰  支援開始前には職員間で必ず打ち合

わせをし、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 

100％ 0％ ・限られた時間を有効活

用し、できる限り職員間で

子どもや保護者への対応

を一貫できるようにしてい

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

るか 

100％ 0％ ・会議時間として設けては

いないが、その日のうちに

情報共有し、それぞれの

支援に活かせるようにして

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

いるか 

92.3％ 7.6％   

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 

100％ 0％ ・モニタリングは半期に１

回実施。 

・モニタリングとは別に、

保護者と日々の話の中で

様子を共有している。 

 

 

関

係

機

関

や

保

護

者

と

の

連

携

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 

84.6％ 0％   

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 

84.6％ 15.3％ ・必要に応じた対応を行っ

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 

30.8% 7.6% ・食物アレルギーのあるお

子さんへの対応。 

 

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 

23.1％ 7.6% ・てんかんなど配慮が必

要なお子さんについては

保護者から口頭・書面で

確認している。 

 

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 

92.3％ 0％ ・保護者の希望がある場

合、就学先や転園先との

引継ぎを行っている。就学

支援シートも活用してい

る。 

 

㉖ 移行支援として、小学校や特別支援学

校（小学部）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 

100％ 0％ ・卒園後の見学を実施し

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 

61.5％ 38.5％ ・研修や施設見学等を含

めてのつながりがある。 

・園としては必要に応じて行っ

ている。全体で情報共有を行

う。 

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

会があるか 

23.1％ 76.9％ ・保育園と行事での交流

あり。 

・以前に比べ交流の機会が少

ない。コロナ禍においては交

流できていないのが現状。 

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 

61.5％ 23.1％   

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

100％ 0％ ・共通理解がもてるよう保

護者との話を日々大切に

 



 

ついて共通理解を持っているか している。 

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 

69.2％ 30.8％ ・プログラムとしてはない

が、具体的な対応等日々

のそれぞれにあった方法

について共有している。 

・保護者支援について重点を

置いて取り組んでいる旨を丁

寧に説明していく必要があ

る。 

保

護

者

へ

の

説

明

責

任

等 

㉜ 運営規定、利用者負担等について丁

寧な説明を行っているか 

100％ 0％   

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 

100％ 0％   

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 

92.3％ 7.6％ ・送迎時や連絡帳で毎日

やりとりをしている。 

・年３回個人面談を実施し

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か 

 

100％ 0％   

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、迅速かつ適

切に対応しているか 

100％ 0％   

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言しているか 

100% 0％   

㊳ 個人情報の取扱いに十分注意してい

るか 

100% 0％   

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 

100% 0％   

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 

84.6% 15.2% ・年１回バザーを開催して

いる。 

 

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か 

100% 0％   

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 

100% 0％   

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 

100% 0％ ・年度初めに看護師によ

る研修を実施。 

 

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 

84.6% 7.6% ・医師の指示は保護者を

通じて確認している。保護

者からは、口頭、書面で

確認している。アレルギー

食はないため、保護者と

確認の上除去している。 

 

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 

92.3% 7.6%   

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 

100% 0％   

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 

100% 0% 行う際の手順は全体で確

認している。 

 



事業所における自己評価結果（保護者アンケート） 

公表：2021（令和 3）年 3月 24日               事業所名  社会福祉法人 雲柱社 賀川学園  

〇この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。 

 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 意見 意見を踏まえた改善内容

又は改善目標 

環

境・

体

制

整

備 

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 
92.9% 2.4% 2.4% 2.4% 安全でゆとりあるスペース。 

教室が少し狭いかなと感じる 

 

②  職員の配置数や専門性は適

切であるか 
97.6%   2.4% 手厚く見ていただけ安心。 

先生一人一人が勉強されている

といつも感じている。 

勉強になっている。 

 

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 

92.9% 7.1%   自分のマークや名前が見やすく

スケジュールやメニューも子ども

がわかりやすい。      

余計な刺激のない環境でとても

良い。 

インテリアも季節感があって可

愛らしくすてきな園。 

エレベーター、スロープはない。 

 

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、子ども達の活動に

合わせた空間となっている

か。 

92.9% 7.1%   いつもよく清掃されている。 

個別学習の部屋とそれと関係な

い物が置いてあるのが気になり

ます。  

 

適

切

な

支

援

の

提

供 

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 

97.6% 2.4%   子供をよく見て計画してくださ

る。 

保護者の要望を聞いた上で子

どもにあった計画を立ててくれ

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 

83.3% 2.4%  11.9% 私がガイドラインについてよく知

らないのでコメントできない。 

 

 

⑦  児童発達支援計画に沿った

支援が行われているか 
100.0%    細かく良く支援していただける。 

計画に沿って支援してもらって

いる。 

 

⑧  活動プログラムが固定化しな

いように工夫しているか 
85.7% 4.8% 2.4% 7.1% 色々と取り組んでいただける。 

同じ物でも中身を変えて活動し

ている。コロナで限られた中でも

工夫してくださっている。 

 

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 

16.7% 14.3% 40.5% 28.6% コロナ禍で今年はイベントが全

て中止。 

感染症対策の関係で行事が難

しい状況でもある為、交流の機

会がないのは仕方ない。 

そのような機会を設けていただく

ことを要望していないので問題

ありません。 

以前は交流があった。 

是非増やしてほしい。 

大切なファクターなので続けて

欲しい。 

状況が許せば、今後も計

画し実施していく。 

保

護

者

へ

の

説

明

等 

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 

97.6% 2.4%   書面や面談で説明いただきまし

た。 

 

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 

97.6%   2.4% 定期的に丁寧に実施されてい

る。 

 



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 

50.0% 31.0% 7.1% 9.5% 保護者がすべきことのアドバイ

スはしていただけるがペアトレ

はしていない。 

本来ならもっと授業やイベントで

触れ合う時間が多いのだと思う

が個別に情報共有・相談できる

環境にある。 

日常的にアドバイスを頂いてい

るので問題ありません。 

職員の方の経験・スキルにより

相談してもアドバイスがいただ

けない場合があります。 

日常的に行っている情報

交換の中で行っているこ

とも家族支援であることを

丁寧につたえていく。 

⑬  日頃から子どもの状況を保

護者と伝えあい、子どもの健

康や発達の状況、課題につ

いて共通理解ができている

か 

95.2% 4.8%   連絡帳やしっかりとしたフィード

バックがあり助かる。 

毎回フィードバックの時間で勉

強になるので助かります。 

日々のフィードバックについては

もう少し詳細のご報告を頂ける

と有難いです。 

教員によってまちまち。 

 

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 

97.6% 2.4%   アドバイスにとても助かっていま

す。 

コロナのこともあり、今年度は父

母との交流はなし。 

担当していただく先生により、内

容・納得感は変わってきてしま

います。 

 

⑮  父母の会の活動の支援や、

保護者会等の開催により保

護者同士の連携が支援され

ているか 

45.2% 28.6% 7.1% 16.7% 今年はコロナで実施難しかっ

た。制限があるのは仕方ないと

思います。1回の開催だった。  

もっと他の保護者同士のつなが

りがあれば嬉しい。                    

保護者同士の情報共有は日々

の会話の中でできている。 

コロナ対策が優先されていた。 

可能限り、環境を工夫し、

保護者会を実施する。 

⑯  子どもや保護者からの相談

や申入れについて、対応の

体制を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 

95.2%   4.8% 私自身はその都度相談にのっ

てもらい改まって予約などの形

で相談をしたことがないので（わ

からない）。 

 

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 

100.0%      

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、連絡体制等の情報を業

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 

95.2% 4.8%     

⑲ 個人情報の取扱いに十分注

意しているか 
100.0%      

非

常

時

等

の

対

応 

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を実

施しているか 

 

95.2%   4.8% 保護者への説明はされているが

訓練されているか解らない。 

 

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 

95.2%   2.4%   

満

足

度 

㉑ 子どもは通所をたのしみにし

ているか 
85.7% 4.8% 4.8% 4.8% 毎日楽しみに通所しています。

とても好きな場所のようです。 

楽しみにしている反面休日が日

曜しかないから休みたいと言う

時もある。 

行きたくないことはあるが帰って

くると大体ご機嫌です。 

 

 



 

行き渋ることなく毎日楽しく通っ

ています。 

子どもは気持ちに波があるので

「今時点では」というとことで回

答させていただきました。 

本人の気持ちがよく分からな

い。 

㉒ 事業所の支援に満足してい

るか 
97.6% 2.4%   とても満足です。        

子どもにあったやり方で丁寧に

みてくださっています。 

子供がとても成長しています。 

親子ともども支えてくださり感謝

しています。 

担任の先生はとてもよく子どもを

見てくださいました。 

 


