
（個別療育センター ココスマイル） 事業所評価 チェック項目 全体評価 保護者 保護者からいただいたご意見 改善策

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（保護者評価項目1） 達成 達成 十分に確保されている。

2 職員の配置数は適切であるか（保護者評価項目2） ほぼ達成 達成

担当してくださっている先生

はとても専門性が高いと感じ

る。人数が少ないと思う。専

門性についての情報が少な

い。療育の日程で先生の都合

が悪い時、同日同時間代行い

ただければありがたい。専門

的にこちらの相談や支援に的

確に答えて下さっている。

3
事業所は、子どもにわかりやすく構造化された環境になっているか。障害特性に応じ、バリアフリー

化の配慮や情報伝達等への配慮が適切になされているか（保護者評価項目3）
達成 達成

集中できるように机やいすが

配置されていると思う。2つ

の部屋を使って本人が活動内

容を分かりやすく、メリハリ

がつきやすいようにしてくだ

さっている。

駐車場が狭く、来年度時間帯

がみんな同じになり、停めら

れるのか心配。自転車が窓付

近に停めてあると車が停めづ

らい。

4
事業所は清潔で子どもにとってわかりやすく構造化された環境になっているか（保

護者評価項目４）
達成 達成

寒いらしい。いつも清潔に保

たれていると思う。

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
達成

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
達成

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（予定はあるか）

達成

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（予定はある

か）
達成

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 達成

（ 個別療育センター ココスマイル 児童発達支援 ）ご利用の皆様、令和3年度のご利用及び事業所評価にご協力いただきありがとうございました。多くのご回答をいただくこ

とができました。皆様方からの評価をもとに現状の評価をし、改善策を立てました。より良い支援のため、職員一同今後一層の努力をしていきます。今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。いつでも忌憚なくご意見をお寄せいただけましたら幸いです。

                                        令和４年３月末日 （個別療育センター ココスマイル）職員一同

アンケート回収率 職員100％、保護者94％

【基準】 達成（80％～100％が「はい」と回答） ほぼ達成（60％～79％） 未達成（60％未満）

環

境

・

体

制

整

備

【環境・体制整備について】

環境設定につきましては、高評価をいただき、ありが

とうございます。快適な環境を維持するため、職員一

同清潔に保つよう、日々の清掃や整頓に腐心しており

ます。駐車場につきましてはご心配をおかけしており

ますが、自転車は裏口地下駐車場においていただくよ

うにし、表口駐車場は車に限定して安全確保に努めま

す。

体制につきましては、ご不便をおかけし大変申し訳あ

りませんでした。現在職員の増員をしながら、体制強

化を進めております。事業所の都合で療育ができない

場合には、振替を取らせていただいたり、別職員で対

応させていただいたりしながら、ご利用者様の療育に

支障が出ないよう、調整していく予定です。職員の専

門性につきまして毎年度当初にお知らせしております

が、周知に心掛けます。寒さにつきましては、感染症

予防のための換気の影響ですので、防寒にご協力いた

だき、ご了承いただきたく存じます。

業

務

改

善

【業務改善について】

業務改善につきましては、経営の安定を図るために

も、ご利用者様からのご意見や職員間での話し合いを

もとに、効率化を進めています。ご利用者様からの評

価は全職員で共有し、改善策を話し合い、実践に移し

ています。また毎年度大阪府の決まりに基づき、ホー

ムページに公表致しております。毎年度桃山学院教育

大学永井利三郎先生による外部評価や、公益社団法人

子どもの発達科学研究所との協議のもと、業務改善に

つなげております。

職員の資質向上のための研修は定期的に実施し、当法

人LIBOこころの発達研究所黒田美保先生の研修をはじ

め、公益社団法人子どもの発達科学研究所等からの最

新の情報を学ぶ機会を持つようにしています。発達に

ついての基礎知識、専門知識としてTEACCH自閉症プ
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職員は子どもの支援について意義を感じ工夫し楽しむことができているか（保護者

評価項目15）
達成 達成

好きなキャラを使って自ら進

んでしてくれるようになっ

た。前の日からいつも楽しみ

にしている。イスに座ったり

課題に取り組めるようになっ

たのは先生のおかげである。

子どもの実態に合わせて柔軟

に対応して頂き、感謝してい

る。子どもの実態に合わせて

工夫や変化を付けて下さり、

家庭でできることの助言もい

ただけてとてもありがたい。

専門性に特化した療育でとて

もありがたく通わせていただ

いている。高校卒業後もココ

スマイルさんのような施設が

あったらどんなに心強いか、

と思う。

支援には満足しているが、楽

しみにはしていない。思春期

のため、難しいところ。

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、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、個別支

援計画書を作成しているか。（保護者評価項目５）

達成 達成

いつも意見を取り入れてくだ

さり、助かっている。どんな

支援をしてほしいか、ニーズ

を親が記入しているのです

が、親発信だけでなく、先生

方から見て必要だと思うとこ

ろがあれば提案してもらって

聞いてみたいと思う。

12

個別支援計画にはガイドライン総則の基本活動や「発達支援」「家族支援」「地域

支援」で示された内容から必要項目が適切に選択され、そのうえで具体的な支援内

容が設定されているか。

達成

13
個別支援計画書に沿った支援を行っているか

（保護者評価項目6）
達成 達成

計画書に対して親が評価する

ことが難しいと感じる。担当

の人が変わりすぎている。

14
支援内容を職員間で検討し、子どもの発達や課題の進捗状況、その時の状態等に応

じて固定化しないよう工夫しているか。（保護者評価項目7）
達成 達成

子どもの希望を聞いてすすめ

てくださっている。いつも子

どもに寄り添いながらもしっ

かりと導いてくださっている

と感じる。状況に合わせて早

急に対応してしただいてい

る。本人が支援を受けること

にとまどっている。いつも様

子を確認してくれている。

15
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
達成

16
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
達成

17
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。
達成

18 定期的にモニタリングを行い、個別支援計画書の見直しの必要性を判断しているか 達成

19
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
達成

ログラム、応用行動分析学、認知行動療法学等を学び

実践できるよう、研修を実施しています。再現性のあ

る実践をしていくために、職員皆の基本ベースを整え

ていくことができるよう、今後も真摯に取り組んでい

きます。

保護者評価でも高評価をいただきありがとうございま

した。ご家庭、地域、当所での支援と、どこでもご利

用者様がご自身の力を発揮できるように、情報や支援

を共有できるように、保護者支援にも引き続き重点を

置いていきます。保護者様やご利用者様にとって有意

義な時間を過ごすことができるよう、楽しみにご来所

いただけるように努力していく所存です。

適

切

な

支

援

の

提

供

【適切な支援の提供について】

支援内容につきましては、ご利用者様のご意見や保護

者様のご意見を取り入れつつ、専門的見地から総合的

に評価をして計画を立てるようにしております。個別

なので担当職員ごとの支援内容や評価に偏りが出ない

よう、毎日必ず職員間で情報交換をして検討していま

す。保護者様からの聞き取りや評価の際の協議等、ま

だ不十分な点もありましたので、今後児童発達支援管

理責任者をはじめとして、より保護者様やご利用者様

と話し合いをしながら、納得やご理解をいただきなが

ら進めていく所存です。

担当の変更につきましては事業所のやむを得ない事情

によるところでご利用者様にご負担をかける結果とな

る場合もあり、大変申し訳ありませんでした。安定し

た体制の中での経営に努めたいと存じます。状況に

よって発達支援として担当交代をする場合もあります

ので、その都度個別にご相談させていただきます。

ご利用者様の年齢によっては、保護者様が期待してい

ることと、ご利用者様が期待していることに乖離があ

る場合があります。ご利用者様のペースに合わせて理

解や納得の上で進めていくことは大事なことなので、

場合によっては、保護者様に、より一層ご利用者様に

歩み寄りいただく場合もあろうかと思われます。ケー

スバイケースでご相談させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。ご家族への支援としまして、

コロナ感染症予防等のため、なかなか対面での学習会

や相談会の実施ができませんでした。状況的に対策が

整備されてきましたので、より一層ご家族支援を推進

するために、学習会や相談会等も企画して実施してい

く予定です。
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移行支援として、保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所、学校、特

別支援学校等との間で、支援内容の情報共有と相互理解を図っているか
達成

21
学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行

する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか

機会が

少ない

22
他の児童発達支援センター、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

機会が

少ない

23 （地域自立支援）協議会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか
機会が

少ない

24
電話対応、見学対応、契約対応等で、保護者に丁寧な説明ができているか（保護者

評価項目8）
達成 達成

25
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か（保護者評価項目9）
達成 達成

子どもの様子をよく聞いてく

ださったり、療育に活かして

くださっていると感じる。

フィードバック時に気になっ

ていることを話したり、お伺

いできている。いつも話を聞

いてくださり、感謝してい

る。フィードバックの時によ

く説明してくださっている。

26
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）を行っているか
ほぼ達成

27
個別支援計画書を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から個別支援計画書の

同意を得ているか（保護者評価項目10）
達成 達成

28
保護者の苦情、相談や要望に対して迅速に適切な面談や助言等の支援を行っている

か（保護者評価項目11）
達成 達成

保護者の精神的なフォローが

何かあればホッとする。自分

のすぐイラつくところや考え

方など、子どもではないです

が見つけて頂けると一人では

ないような気がして頑張れそ

う。質問したことにもいつも

丁寧に答えてくださってい

る。療育内容の質問にも悩み

事にもいつも丁寧に答えてく

ださっている。

29 個人情報に十分注意しているか（保護者評価項目13） 達成 達成

30
こどもや保護者との意思疎通や情報伝達のための配慮をしているか（保護者評価項

目12）
達成 達成

31
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

保護者に周知しているか（保護者評価項目14）
達成 達成

すぐにご連絡いただき、感謝

している。

32 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 達成

33 事前に服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認しているか 達成

34 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 達成

35 食物アレルギーのある子どもについて、主治医の指示に基づく対応がされているか
機会が

ない

36
どのような場面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、個別支援計画書に記載しているか

機会が

ない

37 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 未達成

関

係

機

関

や

保

護

者

と

の

連

携

【関係機関や保護者との連携について】

保護者様との連携につきまして、保護者様から高評価

をいただきました。職員からは、他機関連携の機会が

少ないために、評価が難しいとの意見がありました。

事業所としての連携は図っておりますが、一人一人の

職員との共有や周知が不足していたことが一因として

考えられますので、今後、他機関との連携につきまし

て職員全員で共有し意識的に連携を図ることができる

ようにしていきます。

上記にもありますが、ご家族への支援としまして、コ

ロナ感染症予防等のため、なかなか対面での学習会や

相談会の実施ができませんでした。状況的に対策が整

備されてきましたので、より一層ご家族支援を推進す

るために、学習会や相談会等も企画して実施していく

予定です。

個人情報保護につきましては、書類等の管理に配慮す

るとともに、フィードバック時やご相談時には、個室

で実施するかどうかを保護者様にご確認させていただ

いておりますが、一層配慮していく所存です。

非

常

時

の

対

応

【非常時の対応について】

日頃よりご協力いただき御礼申し上げます。コロナ感

染症対策等につきましては、国内の対応が時々刻々と

変化してきましたので、それに応じて変更が多くな

り、度々のご連絡になりました。今後も状況を鑑みな

がら対応の徹底を心がけてまいります。

当所ではおやつの提供がないことや、個別での対応で

あることから、食物アレルギーについての指示を受け

て対応する機会や、身体拘束をしなければならない機

会に遭遇することがほぼないための、評価ができてい

ません。食物提供の機会や身体拘束の機会が想定され

る場合には、厳格に対応していきます。

ヒヤリハット報告につきましては、小さなことでも共

有して安心安全な環境づくりに努めるためにヒヤリ

ハット報告が多いほど良い職場環境だと思っておりま

すので、今後より働きかけていきたいと思います。


