（

スポーツ療育センター・ココスポーツ

）ご利用の皆様、令和2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

アンケート回収率

１月末日（

スポーツ療育センター・ココスポーツ

）職員一同

職員100％、保護者78％

【基準】 達成（80％～100％が「はい」と回答）
（

３年

スポーツ療育センター・ココスポーツ

ほぼ達成（60％～79％）
）

事業所評価

未達成（60％未満）

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

・晴れている日は外で、雨の日には室内で思いきり動

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)

けるようにしてくれています。

達成

達成

・広場とした場所でおもいっきり運動できてありがた

内でも楽しく参加できるように工夫してい

・室内活動スペースがもう少し広いと良いと思う。

きます。グループ分けを行い、安全に活動

環
境
・

2

できるようにしていきます。

職員の配置数は適切であるか。

達成

(保護者評価項目２)

達成

・的確な声かけを頂いてて安心して
預けられます。

体
制
整

1．スペースを考慮した活動を実施し、室

い。

2．充分に関われるような人員配置を心が
け、子どもたちへの支援を充実させていき
ます。

3

事業所の設備等について、障がい特性に応じ、バリアフリー化の配慮や情報伝達へ
の配慮が適切になされているか。

(保護者評価項目３)

3．2階への誘導時にサポートが必要な場合

達成

達成

・平らにはなっている

は、適宜、介入しサポートしていきます。
4．床の色を分ける（通る道）、トイレ等

備

に視覚支援を用いて子どもたちにわかりや
すい工夫をしています。

4 生活空間は清潔で子供に分かりやすく構造化された環境になっているか。

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

達成
5．業務面でも問題が生じた場合は、随時
社員MTを実施改善に向けての検討を行っ

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。

ています。

達成

6．頂いた意見に関しては、職員で検討を
行い、改善できる部分から取り組んでいき

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
業

7．指定期間に掲載しています。
8．現段階での実施予定はない為、検討し

ホームページ等で公開しているか（予定はあるか）。

務
改
善

ます。

7 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 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）。

ていく。
9．社内研修として必要研修は受講してい

未達成

ます。
10．意義を感じ、取り組めている。今後も
楽しんでもらえるように工夫を行う。
11．アセスメントツールを使用し、取り組

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

むことができている。

・大変満足しています。
・ココスポーツが大好きだと何事にも意欲的になって

10

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14)

宿題も早く終わらせて準備できる姿になりました。

達成

達成

・親子共に大変満足です。支援・配慮が必要な子ども
がのびのび過ごせる貴重な場所になっています。
・いつも通所するのを楽しみにしています。のびのび
楽しくスポーツを教えて頂き感謝しています。

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
11 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 達成
た上で、個別支援計画書を作成しているか。

達成

(保護者評価項目4)

個別支援計画書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
12 域支援」で示された内容から必要項目が適切に選択され、子どもの状況に応じて個 達成
別活動と集団活動を適宜組み合わせて個別支援計画を作成しているか。

13 活動プログラムの立案をチームで行っているか。(保護者評価項目6)

11．アセスメントツールを使用し、取り組

達成

むことができている。
13．普段の様子を見ながら新しいプログラ

適
切

ムの立案を行い、課題点等の検討を行った

14 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか。

上で実施できている。

ほぼ達成

14．プログラム内容がスポーツに特化して

な

いる為、曜日での課題設定は行っていま

支
援

15

の

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。

す。その他、個別でも支援方法を検討し、
必要なサポートが行えるように進めていき

達成

ます。

提
供

19．新型コロナウイルス感染症に伴い、定

16

支援終了後には、その日行われた支援の振り返りを行い､気付いた点等を職員間で
共有しているか。

期的な実施ができていない部分もある為、

達成

感染予防を実施しながら随時ご案内をして
いきます。
・日頃見学をしていないが、子ども

17 個別支援計画に沿った支援を行っているか。

(保護者評価項目５)

達成

達成

が前向きになって行動する様になっ
てきたと感じる。

18

19

20

日々の支援に対し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。

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。

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

ほぼ達成

達成

21

学校等関係機関との情報共有(年間計画・行事・予定等の交換、子どもの下校時の確
認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。

達成

(医療的なケアが必要な子供を受け入れる場合)
22 子どもの主治医、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と連携 未達成
した支援を行っているか。

23

24

25

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
別支援学校等の間で、支援内容の情報共有と相互理解を図っているか。

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をしているか。

他の児童発達支援センター、児童発達支援事業所、発達障がい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。

達成

未達成

22．医療的ケア児を受け入れていない為、
該当がありません。

未達成

24．卒業児童の該当がありません。今後、
卒業生が出てくることがあれば、対応して

26
関

放課後等児童クラブや児童館との交流、地域の公共施設の利用等、障がいのない子
どもと活動する機会があるか。

いこうと思います。

達成

25．現在の関係性は少なく、助言や研修を
受けることができていない為、受講研修等

係
機
関

あれば積極的に参加していきたいと思いま
す。

27 (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。 ほぼ達成

27．現在、参加はできていません。案内が
あるものに関しては、日程を調整し、参加

や
保
護

していきたいと思います。

28

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８)

・帰り際に説明を頂けている。

達成

達成

・もう少し月別単位等で子どもに配慮した点や課題等

28．実施記録以外に総評を作成し、配慮し

あればファイルなどで渡し合うなおあれば良いかと思

た点や課題点をお伝えしていけるようにし

う。

者

きます。

と
の

ていきます。配布時期や方法を検討してい

29

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。

29．保護者とのコミュニケーションは大切

未達成

にするよう心掛けています。今後も継続し

連

ていきたいと思います。

携
30

ガイドラインや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7)

32．現在は開催しておりません。ご希望等

達成

あれば開催を検討していきたいともいま

達成

す。
36．地域住民の方にお越しいただくような

31

32

33

保護者の苦情、相談や要望に対して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9)

の連携を支援しているか。

定期的に連絡帳や会報、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

34 個人情報の取り扱いに十分注意しているか。

35

達成

せや見学等の依頼があれば対応するように
しています。

父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりする等により、保護者同士

を子どもや保護者に対して発信しているか。

イベント等の開催はありません。何か問合

達成

(保護者評価項目11)

(保護者評価項目12)

障がいのある子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10)

36 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。

未達成

達成

達成

達成

達成

達成

達成

未達成

・プログラム前後に手の消毒を徹底してくれていま

37

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13)

す。

達成

ほぼ達成

・対策については状況にあわせて小まめにプリントを
頂いています。
・感染対策はしっかりして頂けています。

37．マニュアルは施設にて保管していま

38 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。

未達成

す。いつでも目を通して頂ける場所に配置
する等、確認してもらえるようにしていき
ます。
38．避難、救出訓練は職員での実施を行っ

非

39 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

関係で、消防署職員の方をお呼びしての実
施はできていません。今後、感染予防を実

常
時
の

ていますが、新型コロナウイルス感染症の

施しながら取り組んでいきたいと思いま

40 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

す。
41．食べ物の提供をしていない為、該当で

対

はありません。

応
41

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。

42．身体拘束を行うことはほぼありません

ほぼ達成

保護者への説明を行います。
43．小さなことでもヒヤリハットを作成

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
42 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

ほぼ達成

か。

43 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。

が、必要に応じて個別支援計画への記載、

達成

し、職員で同じことが起こらないように話
し合いをしていきます。

