
令和4年3月11日

留萌市子ども発達支援センター

チェック項目 はい
どちら
とも

いえない
いいえ 工夫、課題（要約） 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。

10 1 1

・指導予約が集中した時は２～３人の小グ
　ループ活動に変更する等の対応をした。
・指導日の変更等で定員を越えてしまうこ
　ともあるが、工夫して使用できていたと
　思う。
・曜日によっては人数が多い時があり、指
　導室の使用調整が難しいことがあった。
　そのため他児と場所の共有等をしている
　がコロナ時期には難しいものがあった。

・一日の定員は１０名なので、必ずし
　も個室対応にならないこともある。
　空いていれば相談室や会議室を使う
　ことも考えていく。
・毎週定期、定時の予約をベースにし
　つつ、不定期の指導、回数増をどう
　調整するかが課題。

2 職員配置は適切であるか。 10 2

・職員定数は基準以上。業務の効率化と適
　切な業務分担が必要。
・人数的には充足しているが、職員間の業
　務量に差が出ている。
・保育所等訪問やその他の業務が重なると
　業務負担が大きくなる。
・担当人数や業務分担で差があり、時間を
　有効に活用することが課題。

・業務量の平準化はここ数年の課題と
　なっている。適切な業務分担を検討
　する。
・個々においてが業務管理スケジュー
　ルを立てて取り組んでいくことも重
　要。

3

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。

12

・月初めに施設の点検を行っている。
・毎朝、子どもの活動に合わせた準備を
　行っている。
・感染症予防に配慮している。

・感染症予防対策は今後も継続する。

4

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。

8 4 ・よく分かりません。

5

職員評価及び保護者評価の結果
を踏まえ、事業所としての評価
を行い、事業所の会報やホーム
ページ等で公開しているか。

10 2
・予約アプリの登録率は100％となっ
た。
　またアプリでの通信配信が始まった。

6
職員の資質向上を行うために、
研修の機会を確保しているか。

11 1

・今年は一人一研究を行った（２）。
・研修はリモート中心になり、参加しやす
　くなった。医療受診や学校見学等に同行
　する機会を増やしている。
・コロナ禍では難しいが、療育センター同
　行等に努めている。
・市民セミナーに参加している職員が少な
　かった。

・一人一研究は次年度も継続する。
　また、ケース会議や事例検討の場も
　設定する。
・専門性向上のために、職員個々の自
　己研修を積極的に進めていく。

7

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支援計画
を作成しているか。

11 1

・指導、記録、評価のPDCAサイクルが確
　立されて来た。
・ほとんどの職員が事業の流れを理解し、
　PDCAサイクルに沿って適切な期間に振
　り返り、目標設定等ができるようになっ
　てきた。
・モニタリングを適切な期間に行うことで
　保護者と一緒に考える、確認し合える時
　間を持つことができ、支援計画にも反映
　しやすくなっている。
・モニタリングすることで課題がはっきり
　と分かり支援計画が立てやすくなった。

8
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。

9 3

・評価では既定のツールのみならず、他の
　スケールも参考にしていくことが重要。
・システム導入で一元化され、アセスメン
　トシートへの入力もしやすくなったが、
　様式については変更の必要性がある。
・使用している職員もいれば、感覚的な支
　援をしている職員もいる。
・「ほのぼの」のアセスメントツールだと
　項目が幅広く、若干使いにくい。

9
支援計画に沿った支援が行われ
ているか。

11 1

・モニタリングや懇談の回数を増やしたこ
　とで、その都度振り返りができるように
　なり、支援計画に沿った支援につながっ
　てきている。

10
子どもの状況に応じて、個人活
動と集団活動を適宜組み合わせ
て支援計画を作成しているか。

10 2
・必要に応じて専門個別指導を行った。
・集団活動は他の先生に声をかけ、意識し
　てやっている。

・職員評価、保護者評価は毎年実施し
　てホームページに公開している。
・課題は次年度方針に反映するよう努
　めている。

・計画、実践、評価のサイクルに沿っ
　て、時期を逸することなく実施して
　いく。
・使うアセスメントにより、項目や幅
　が広いものがある。適切な目標を立
　てる、細かな評価をするためには、
　別の評価ツールを参考にすることも
　必要である。
・単にツールを使用するだけではなく
　予め評価基準を設定しておくことも
　重要。

・支援計画は、必要があれば変更して
　よいことを確認する。

・日々の実践は支援計画をもとに題材
　を設定していくことが重要。どんな
　題材にするか、半年計画を立ててお
　くことも必要。
・その計画を立てる段階で、集団指導
　の場も考えていくこと。
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11

支援開始前には職員間で必ず打
ち合わせをし、その日に行われ
る支援の内容や役割分担につい
て確認しているか。

8 4

・集団活動や行事等、全体で動くものは事
　前の打合せが必要。定期会議日を利用し
　ていくことが重要。個別案件での連絡は
　職員朝会を活用することも考えたい。
・毎週水曜日に職員会議を行っている。時
　間を作り、職員同士で話し合っている。
・システム導入により情報が一元化され、
　いつ誰が何をするのかが職員間でＰＣ上
　で確認し合えるできるようになった。一
　緒に活動する場面も増えている。
・その都度確認することができ、役割分担
　できている。
・指導前後の打合せは、関係職員が揃った
　状態で行うことが難しく、情報を共有し
　きれていなかったことがある。
・打合せの時間がないのが現状。他の先生
　の予定を見て決めることもあるが、予定
　が記入されていない先生も多いため、先
　に予定を決め場所を使っている。
・支援後に必ず様子を話してくれるので担
　当でない子の様子を知ることができ、指
　導のヒントになっている。半面、自分は
　なかなかそれが出来ていないように感じ
　るため、今後意識していきたい。

12

支援終了後には、職員間で必ず
打ち合わせをし、その日に行わ
れた支援の振り返りを行い、気
づいた点等を共有しているか。

5 5 2

・全体への連絡、情報共有は、重要な事項
　は職員朝会で周知することが重要。
・時間を確保する難しさがある。
・システムにより情報が一元化され、いつ
　誰が何をしたのかが職員間で確認、共有
　できるようになった（３）。
・毎時間行うことは難しかったが、気付い
　たことはその都度共有した。
・次の指導まで２０分。片付け、消毒、次
　の準備をしたら忘れることもある。一方
　的に今日の様子を話すことはある。

13
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。

12

・各種記録は実施後速やかに提出すること
　が望ましい。
・給付費請求と連動するシステムを導入し
　たことで、記録漏れが減少した。内容や
　記入時期は検討が必要な職員もいるため
　様式の変更も必要だと思う。

・各種記録の様式変更を行う。
　～必要な記載事項は何かを踏まえ、
　　効率的な記録様式を検討する。
　　虐待に関する協議や記録を含む。

14
定期的にモニタリングを行い、
支援計画の見直しの必要性を判
断しているか。

12

・支援計画の見直しはモニタリング期間終
　了を待つ必要はないので、適宜、必要な
　修正を行うことが大切。
・半年に１回しかモニタリングはしていな
　い。

・項目７、８を参照。

15

障害児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。

11 1
・会議内容に応じて、各担当者が参加して
　いる。

16
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。

11 1 ・センター任せ、という感じがする。

17

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）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。

12

・転出先の機関と連携している。
・訪問や見学する回数が増え、情報共有、
　先生方との信頼関係も築きやすくなって
　きた。
・集団とは話をする機会が増えた。

18

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。

12

・年１回にとらわれず、訪問や見学の際に
　情報共有会議を開催している。
・保育所等訪問支援をすることで、学校と
　密に情報共有ができている。
・その時期になったら行っている。

19

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。

8 4

・専門支援事業を実施している。
・リモート研修が増えたことで直接会う機
　会は減ってしまった。転居予定の利用者
　に対しての見学同行や情報共有会議を開
　催してきた。
・ズーム研修であったとしても受講できる
　ものは今後も参加していきたいと思う。

・研修会の参加機会はコロナ禍のため
　減ってしまった。
・資格取得を含め、必要な研修会は今
　後も参加していく。

20
地域の子ども・子育て支援会議
へ積極的に参加しているか。

4 8
・要対協やケース会議には担当者が参加し
　ている。ネットワーク関連の会議は少な
　い。

・要請があれば参加していく。

・療育の専門機関として求められるも
　のはこれからもあるものと推測され
　る。専門性を高める努力が肝要。

・センター会議、職員朝会
　～計画案の提示、情報提供と共有、
　　課題検討、等

・指導に必要な打合せや、分掌業務に
　必要な打合せは、センター会議の後
　の時間を使うか、担当者間で声がけ
　して実施していく。
　　現況、全員が揃うのは火曜日と水
　　曜日しかないことを認識し、計画
　　案等は事前に提示し、打合せ会議
　　日を前もって設定しておくことも
　　必要。
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21

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。

11 1

　 22

保護者の対応力の向上を図る観
点から、保護者に対し家族支援
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。

3 8 1

・ＰＴは職員の全体研修も必要だが、まず
　は自分で研修することも必要。
・ペアレントトレーニングの本を参考に保
　護者支援をすることもある。

・研修会を開催する（先行して自己研
　修を進めておくこと）。

23

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。

10 2

・コロナ禍でやむを得ない状況もあったが
　他に代わる手段がないか、検討が必要で
　あった。
・コロナ禍で開催は難しかった（６）。

・感染予防のため行事や研修会は中止
　した。今後の対応について検討が必
　要である。

24

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
ているか。

12 ・休みの日を調整して対応している。

25

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
発信しているか。

12

・通信は年度計画を立てて掲載内容を工夫
　していきたい。企画ものや啓発記事も掲
　載していきたい。
・アプリでの通信配信へ移行した。スマホ
　で、いつでもどこでも通信や行事予定等
　を確認できるようになった。

・通信の内容を工夫していく。
　年間計画を立てて取り組む。

26
個人情報の取り扱いには十分注
意しているか。

11 1
・個人情報等保護マニュアルにより対応し
　ている。

・基本対応についてはマニュアルを確
　認すること。
・個人ファイルや機器の外部持ち出し
　は許可なくできないことを再確認す
　る。

　 27
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。

11
・職員は保護者の状況を踏まえた丁寧な対
　応を心がけている。

28
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。

10 1 1
・行事はコロナ予防のため計画はほぼ休止
　の状態。
・市民セミナーを開催した（４）。

・地域支援事業の一環として活動を計
　画していく。
　　市民セミナー、その他啓発活動

29

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
周知すると共に発生を想定した
訓練を行っているか。

11 1

・マニュアルについての職員研修を実施し
　ている。
・１年に１回程度実施している。
・保護者への周知は年度内に行う。

30
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。

11 1
・消防署の協力、指導を得て避難訓練を実
　施している。
・通信で保護者にも知らせている。

31
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。

12 ・医療受診後は必ず確認した。

32
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
対応がなされているか。

12

33
ヒヤリハットの事例集を作成し
て事業所内で共有しているか。

11 1
・ヒヤリハット会議を定期的に行った。
・ファイルの置き場所の共有が必要ではと
　感じる。

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。

7 5
・基本的な研修は実施したが、さらに詳細
　に学ぶ必要がある。

35

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、支援計画に記載している
か。

6 6

・虐待に関する研修で取り上げたところだ
　が、詳しい内容について議論することも
　必要なところ。
・利用開始時に説明している。
・一度記載したことはあるが、それ以降は
　ない。センター全体でやらないと難しい
　と感じる。

・ヒヤリハット会議は方法を工夫して
　開催する。
・虐待関係もマニュアルにあるので、
　基本事項は確認しておく。
・必要な研修や協議を行う。

・危機対応マニュアルは各自で再確認
　しておくこと。
・避難訓練の内容や方法については工
　夫して実施する。
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