
公表日：　R4年　3月　14日 事業所名：児童発達支援ことり

チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

1
利用定員に応じた指導訓練室等
スペースの十分な確保

従来の定員に対し、クラスを時間帯で区切る
事によって十分な面積を確保しています。利
用者が多くなる場合は、机や椅子を移動する
等の工夫をしています。

・広すぎず狭すぎず調度いい空間です
・しばらく施設を見に行けていないので現状を把握できていない
・少人数なため適切なスペースだと思う
・子どもの人数に合ったひろさだとおもいます。

適切な空間とご評価を頂いているので、引き
続きスペースの十分な確保に努めます。

2 職員の適切な配置
現在は法定通りの人員配置に加え、非常勤職
員を追加で配置しております。

・長年の経験と、お子さま一人一人の個性に合わせて対応してくだ
さっていると思います。
・子どもの能力に合わせた指導をしてくれているので
・少人数の利用人数のため、子ども達に目が行き届きやすいため
・少人数なのですごくしっかり見てもらえるので安心します
・１日の様子を見学したことはないので、分からない

適切な人員とご評価いただきましたが、新型コ
ロナウイルスの影響などによる非常時も想定
し、今年より人員を1名増員しております。引き
続き、子どもたちひとりひとりに目が届く対応に
努めます。

3
本人にわかりやすい構造、バリア
フリー化、情報伝達等に配慮した
環境など特性に応じた設備整備

声掛けだけではなく、絵や表で示す教材を作
成し、それを用いて情報伝達を行っています。
今年度はお子様が靴の着脱練習がしやすい
よう、ソフトベンチを導入しました。

・マークなど一人一人に分かりやすくしてくれている
・生活空間をじっくり見ていないため分からない
・絵など分かりやすいビジュアルを用いて支援してもらっているなと感
じています。

適切な設備環境とご評価頂いているので、引
き続き分かりやすい情報伝達を行い、必要に
応じて新たな設備の導入を検討していきます。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども
達の活動に合わせた生活空間の
確保

従来通りの清掃に加えて、新型コロナウイル
ス感染防止の為、職員及びお子様の手洗い・
手指消毒を徹底し、午前・午後クラスの前にそ
れぞれ室内の消毒を行っています。

・ホームページを見る限り大丈夫だと思います
・すぐにでこにでも座ってしまう子どもにとって、入口にイスをおいてく
ださっているのはすごくうれしいです
・いつもきれいにされていると思います。
・手先を動かす活動だけでなく、体を大きく動かす活動も室内で工夫
して行われています。トランポリンが楽しかったのか、ジャンプができ
るようになりジャンプが大好きです。

引き続き子どもたちが安心して活動できるよう
に、清掃・手洗い・手指消毒を徹底します。

1
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）へ
の職員の積極的な参画

PDCAサイクルの重要性を理解するため、今
年度よりお子様への課題解決へのアプローチ
をPDCA方式で進めています。

PDCAサイクルの重要性を改めて確認する事
が出来たので、療育以外の分野においても活
用していきたいと思います。

2
第三者による外部評価を活用し
た業務改善の実施

昨年同様、第三者による外部評価は行ってお
りません。

必要に応じて活用を検討します。

3
職員の資質の向上を行うための
研修機会の確保

今年度よりLITALICOのオンライン研修を導入
しました。毎月一度、職員間で個々のお子様
の課題について事例検討を行う機会に設けて
います。

情勢に応じながらオンライン研修と対面型（実
技）研修に適宜参加し、日々の療育に生かす
ための研鑽を怠らないように尽力いたします。
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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
的に分析した上での児童発達支
援計画の作成

契約時に丁寧な聞き取りを行い、日々送迎時
や連絡帳、面談などで保護者の方のニーズや
目標を共有し、お子様の成長や発達状況に応
じた個別指導計画を作成しています。

・保護者と相談しながら適切な計画実施評価出来ている
・できるようになったことの一つ先を考えてくださっています
・子どものことをよく見て、支援を提案してくれていると思います。
・都度、要望を聞きながら支援をしてもらっていると思います。

引き続きお子様の成長や発達状況を確認しな
がら保護者と相談し、個別支援計画を作成し
ます。

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添様式2
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

2
子どもの状況に応じ、かつ個別活
動と集団活動を適宜組み合わせ
た児童発達支援計画の作成

保護者のニーズや、お子様の成長や発達状
況に応じて、個別活動支援と集団活動支援を
使い分けて支援できるように計画をしていま
す。

引き続き保護者のニーズや、お子様の成長、
発達状況に応じて、個別活動支援と集団活動
支援を使い分けて支援できるように計画をしま
す。

3
児童発達支援計画における子ど
もの支援に必要な項目の設定及
び具体的な支援内容の記載

評価項目を細かく設定し、デイ記録に毎日詳
細に記録しています。目標設定をする際に
は、デイ記録の日々の状況も参考にし、目標
達成までの時期の目安を記載しています。

・こども園に行きはじめ成長スピードが上がった息子に対しても、合わ
せていただきうれしいです。

引き続きデイ記録に詳細に記録し、目標設定
をする際には、デイ記録を参考にした上で児
童発達支援計画を作成します。

4
児童発達支援計画に沿った適切
な支援の実施

職員全体で支援計画を把握し、お子様の状況
を職員間で日々共有し合い、月に1度職員会
議を行った際には、職員間で支援計画を確認
し、修正を行うようにしています。

・こどもの成長を見ていてとてもうれしく思っています
引き続きお子様の状況を職員間で共有し合
い、児童発達支援計画に沿った適切な支援の
実施を行います。

5
チーム全体での活動プログラム
の立案

1週ごとにリーダーを交代し、療育内容が偏ら
ない様にしています。行事や季節を取り入れ
るように職員全員で話し合い、月案として設定
しています。

引き続き、職員会議の場や日々の療育の中で
職員全員で話し合う機会を設け、チーム全体
での月案の作成を行います。

6
平日、休日、長期休暇に応じたき
め細やかな支援

昨年同様、長期休暇中はご希望に応じてクラ
スの変更を柔軟に行っています。通常より利
用者が多くなっても支援の目が十分に行き届
くよう、人員を増やして対応しています。事情
に応じて、全日のご利用もお受けしています。

お子様の生活リズムに配慮した上で、各クラス
の強みを十分に活かした療育が行えるよう努
めます。

7
活動プログラムが固定化しないよ
うな工夫の実施

『ことば・認知』『微細・粗大運動』『社会性・対
人関係』の課題を組み合わせ、プログラムが
偏らないよう立案しながら、一方で事業方針と
して重要視している設定については日〜月に1
度以上は設定に組み込む等、ニーズに応じた
柔軟な対応を心がけています。人員強化を図
り、お子様の発達段階や課題に応じて個人単
位での支援も提供できるようになりました。

・行く度に、色んなことを経験させてもらってます。
・いろんな活動計画がその都度実施され、子どもの支援に役立ってい
る
・毎回今回はこんなことをしましたと教えてくださり、いろいろ考えてく
れていることがよくわかります
・家庭ではなかなかできないことを色々して頂いているので、ありがた
いです。
・たくさんの活動のバリエーションがあります。連絡ノートに毎回記入
されているので知ることができます。

引き続き、お子様の状況に応じた療育を実施
し、新たな活動プログラムを取り入れながら活
動の幅を広げていきます。お子様の課題に応
じた教材の購入・作成にも力を入れていきま
す。

8
支援開始前における職員間でそ
の日の支援内容や役割分担につ
いての確認の徹底

始業時に計画した週案をリーダーが職員全員
に周知し、お子様毎の個別の配慮や内容(教
材含む)、職員の役割分担・ねらいの確認を
行っています。継続してお子さまの習熟度・課
題の達成度が把握できるよう、できる限り担当
職員が支援・指導に入っています。

引き続き、職員間で情報共有を行い必要事項
の確認を徹底していきます。

9
支援終了後における職員間でそ
の日行われた支援の振り返りと
気付いた点などの情報の共有化

終業前に、リーダーが支援の内容を振り返り、
個々のお子様の状況や、支援方法の改善に
ついて、必要な情報共有を毎回行っていま
す。今後の療育に活かす為、その日の体調や
機嫌・課題の達成度等を50個の項目別に記録
しています。

引き続き、職員間で療育内容について協議す
る機会を設け、支援内容や状況を振り返る事
で個々のお子様の支援に活かせるよう努めて
います。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

10
日々の支援に関しての正確な記
録の徹底や、支援の検証・改善
の継続実施

個人単位では体調・体温などの健康面、各課
題の達成度やお子様の要素で記録に記入し
ています。日々の総合的な教育内容も週案の
評価反省欄に記入し、職員全員で共有してい
ます。

引き続き、記録を徹底し、保護者の方に正確
な情報をお伝えするとともに、職員間で支援の
振り返りや改善、お子様の成長や課題を把握
する事に生かせるよう努めていきます。

11
定期的なモニタリングの実施及び
児童発達支援計画の見直し

3ヶ月に1度、チェックシートとモニタリング表を
用いて課題や目標の達成度の確認や支援の
振り返りを行っています。保護者の方からのご
希望に応じて個人懇談を行い、お子さまの情
報を共有することによって目標を再確認・再設
定をする機会を設けています。緊急事態宣言
中は保護者の方および職員の安全確保の観
点からオンラインや電話での面談で対応しまし
た。

引き続き、情勢や保護者の方のご希望に応じ
モニタリングの頻度を増やすことも検討してい
ます。今後、実情に応じて『児童発達支援ガイ
ドライン』に沿った形式にフォーマットを変えて
いく事も検討していきます。

1
子どもの状況に精通した最もふさ
わしい者による相談支援事業所
のサービス担当者会議への参画

今年度は、相談支援事業所からの会議の要
請はありませんでした。代わりに、電話での聞
き取りに対応したり、事業所の判断で他事業
へ訪問して支援方法の共有を図るなどの情報
交換を行いました。

日頃から他施設と密な関係を築き、相談支援
や保育所等訪問支援事業を必要とするお子様
に対して速やかな情報提供を行い、必要に応
じて会議に参加する・電話での対応を行うなど
積極的な参画に努めます。

4

児童発達支援事業所からの円滑
な移行支援のため、保育所や認
定こども園、幼稚園、小学校、特
別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

今年度は『経過報告書』を数件作成し、進学時
の参考資料の提供を行う事が出来ました。コ
ロナウィルスの影響により訪問での見学・会議
が出来なかった為、保護者の方からお話を聞
かせて頂いたり、幼稚園・保育所の先生と定
期的に電話する機会を設ける等して、情報共
有の手段を講じています。『引き継ぎ書』も10
件程度作成する予定です。

 

引き続き、経過報告書や引き継ぎ書を作成し
たり、情勢を鑑みながら幼稚園行事を見学す
る機会を作るなど、他機関との連携に努めま
す。来年度、お子様の幼稚園入園後に、当事
業所・保護者・幼稚園担当者の3者によるフォ
ローアップ面談を実施予定です。

6

児童発達支援センターや発達障
害者支援セ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

コロナウイルスの影響で実践的な研修に参加
する機会が少なかったのですが、オンラインで
の研修も含め、神戸市療育センターや児童館
主催の研修に参加しました。療育のスキルだ
けでなく多角的な視野で支援ができるよう、防
災/被災時の対応研修にも参加しました。

引き続き、積極的に研修等に参加し、職員の
自己研鑽に努めます。神戸市が実施している
作業療法士の巡回訪問の機会を積極的に活
用していきます。

7

（児童発達支援の場合）保育所や
認定こども園、幼稚園等との交流
や、地域の子どもと活動する機会
の提供

昨年同様、児童館への訪問を計画していまし
たが、コロナウィルスの影響で機会を設けるこ
とが出来ませんでした。

来年度は情勢を見ながら児童館や図書館に
行く機会を設けたいと思います。

8
事業所の行事への地域住民の招
待など地域に開かれた事業の運
営

当事業所が参加している商店会主催のお餅
つき(1月)や夏祭り(8月)への案内を予定してい
ましたが、コロナウィルスの影響でイベントが
中止となりました。

来年度は情勢を見ながら地域交流イベントに
参加する機会があればアナウンスを行ってい
きます。

・コロナ禍で交流はむずかしいのではと思います
・コロナで機会がないと思うので
・コロナ流行により難しいと思う
・コロナの為
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
支援の内容、利用者負担等につ
いての丁寧な説明

契約時には口頭で丁寧に説明する事を心が
けていますが、コロナウイルス感染予防の観
点から、口頭での説明を減らしても差し障りの
ないよう、補足的な書面の整備を行いました。
必要に応じて、オンラインや電話でも対応して
います。

・分かりやすく、親切に対応してもらってます。
・面談に書面を用いて説明があったので、問題なかったです。
・変更になったことなど、手紙としてわたしてくださるので、よくわかりま
す

契約時の説明のみならず質問・疑問には随時
お答えし、今後も丁寧な説明を心がけていきま
す。また情勢を鑑みて、オンラインや電話での
対応も続けて行きます。

2
児童発達支援計画を示しながら
の支援内容の丁寧な説明

初回の支援計画作成時には必ず保護者の方
との対面でのアセスメントを行い、現在の姿や
ニーズを反映したものを作成しています。改訂
時には、保護者の希望に応じて対面やオンラ
インでの面談を行い、目標の達成度や次回の
ニーズや支援内容の相互確認を行っていま
す。

・こんな時でも、いろいろな方法をもちいて面談をしてくれています。
・毎回、計画を明示してもらっています。

引き続き、日々の申し送りや個人面談等でお
子様の様子や今後の目標を保護者の方と共
通理解できるよう努めていきます。

3
保護者の対応力の向上を図る観
点から、保護者に対するペアレン
ト･トレーニング等の支援の実施

ペアレント・トレーニングという名目での研修は
行っておりませんが、ご要望に応じて相談室
から療育の様子を見学して頂いてます。職員
の声かけや関わり方を参考にしていただき家
庭でも取り入れられるような助言を心がけてい
ます。

・家族支援プログラムが分からない
・コロナの為

情勢を鑑みて、講師の方による講座や進路選
択を周知する機会を設けることを検討していま
す。またオンラインでの保育参観の実施も検
討しています。

4
子どもの発達の状況や課題につ
いて、日頃から保護者との共通
理解の徹底

例年通り、送迎時の申し送りや連絡帳への記
載で日々の様子を確認しながら、個別支援の
改定や相談援助等の機会に短期目標の共通
理解を図っています。

・毎度送迎の際に、今日の様子や内容を教えて下さるので、楽しみに
しています
・送迎時にお話しできるのでありがたいです。
・送迎の時にその日のことを伝えてもらえて分かりやすいです。
・困った時に相談にのってもらったり、連絡帳を用いて情報共有出来
ている
・子どもの家での様子や、その日何をやったのかをよく聞いてくださっ
ているとおもいます
送迎時にお話しできるのでありがたいです
・連絡ノートを通していつもどんな活動が行われているか、どのように
工夫して取り組まれているかがよく分かります。
・丁寧に対応していただいています

日々の細かい申し送りや連絡帳による日常的
な相互連絡を多くのご利用者様から評価して
いただいています。引き続き丁寧な対応を心
がけていきます。

5
保護者からの子育ての悩み等に
対する相談への適切な対応と必
要な助言の実施

個別支援の改定時に面談の希望を必ず伺
い、相談しやすい雰囲気を作っています。また
日ごろから悩みや相談事があればいつでも面
談に応じられるように、情勢に合わせてリモー
ト対応も行っています。

・私からご相談しなかった為かと思いますが、助言いただけたらあり
がたいので、これからは自らもいろいろお話しようと思います。

・必要に応じて、面談の時間を作っていただけるので、とても助かりま
す。

引き続き、毎回の申し送りを中心に、対面やリ
モート面談も積極的に行います。様々な悩み
への解決が図れるよう、社会資源の開拓や専
門機関等との密な連携に努めます。

6
父母の会の活動の支援や、保護
者会の開催による保護者同士の
連携支援

過去にご好評をいただいたため実施を検討し
ていましたが、コロナウィルス感染拡大防止の
ため集会等の自粛要請があり、実施に至りま
せんでした。

・私が気づかなかったためか不明です。
・コロナ流行中は難しい
・コロナのためできないとおもいます
・コロナの為
・コロナでありません

保護者の方にアンケートを実施し、参加希望
多数の場合は、情勢を見ながら感染対策を講
じた上での開催を積極的に検討していきます。

保
護
者
へ
の
説
明
・
連
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

7

子どもや保護者からの苦情に対
する対応体制整備や、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

例年同様、大きな苦情は寄せられていません
が、保護者からの改善要望やご意見を頂戴し
た際には速やかに対応し、環境構成等の改善
に努めます。

・苦情等は聞いたことがないが、問題ないと思う
・私はすごく良いところに入れてよかったと思っています。なので苦情
もないですし聞いたこともないです。

引き続き、送迎時や面談での丁寧な聞き取り
や報告を行い、より良い環境整備に努めま
す。職員間の情報共有も徹底していきます。

8
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

昨年同様、意思疎通が難しいお子様には、視
覚支援教材などの工夫を行っています。保護
者の方には、話しやすい環境や雰囲気を作
り、手紙などの手段で情報伝達も行っていま
す。

・すぐに対応して実践してもらえる。

引き続き、お子様一人一人に合わせた教材作
成に努めていきます。保護者の方に対しても、
適切な情報伝達や連携を心がけ、柔軟に対応
していくよう努めていきます。

9

定期的な会報等の発行、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情
報についての子どもや保護者へ
の発信

ブログで写真を交えて事業所全体の雰囲気や
様子を発信しながら、連絡帳を用いて個人の
活動概要を布告しています。特に避難訓練や
行事参加時の申し送りは必ず行うようにし、保
護者の方の事情に応じて電話やメールによる
迅速な連絡も行っています。

・週2回ほどホームページ記載あり。他所施設より頻回に行っていると
思います
・ホームページはいつも楽しく見ています。
・いつもホームページを拝見しています。
・ホームページの活動の様子は主人もよく見ています！

引き続き、連絡帳やブログ、送迎時の申し送り
などで保護者の方にお子様の様子をきめ細か
にお伝えできるよう努めていきます。今後、会
報の発行も検討します。

10
個人情報の取扱いに対する十分
な対応

鍵付きの書庫での保管・シュレッダーの使用
等の対応に加え、高度なセキュリティソフトを
導入し、より一層厳重な個人情報の管理に努
めています。ブログに写真などを載せる場合
には、保護者の方の要望に応じて加工などの
処理をしています。

・説明もされたので問題ない

引き続き、書類の保管やブログでの写真の処
理などでの個人情報の漏洩に十分に配慮し、
今後も個人情報の取扱いに細心の注意を払っ
ていきます。

1

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
の策定と、職員や保護者への周
知徹底

職員会議の際に、職員同士でマニュアルにつ
いて確認し合う時間を設けています。特に昨
年～今年度にかけてはコロナウイルス対応マ
ニュアルを、実情に応じて整備しました。

・書面にも記載あり。その都度説明されている。
・今はコロコロと状況が変わる中、そのたびに手紙にして下さるので
助かります
・他の事業所よりもしっかりマニュアルを作っておられると思います
・書面で丁寧に出してくださっています。印刷物全般、フォントが整っ
ていたり、色が工夫されていたり、とても読みやすいです。その都度、
きちんとした文章で知らせてもらえます。
・子どもからも「訓練をやったよ～」と言う話を聞いたりしています。

引き続き、緊急時連絡シートを活用して緊急時
に対応できるようにし、保護者の方の安心感
に繋がるよう努めていきます。

2
非常災害の発生に備えた、定期
的に避難、救出その他必要な訓
練の実施

例年通り、2ヶ月に一度防災訓練や避難訓練
を行っています。水害や土砂災害などでは、
紙芝居や動画・口頭で注意喚起をし、火災や
地震などの被災の恐れがあるものは、実際に
避難指定場所へ移動し、避難経路の確認を
行っています。今年度は更に研修に参加し、
防災・減災の重要性を学びました。

・避難訓練をしてくれているので
・子ども達に対し定期的に防災訓練あり
・週に一回の子どもにもしてくれているので心強いです

引き続き、年間を通して全員が参加できるよう
調整を行い、お子様が災害を意識できるよう
分かりやすく伝える工夫をしていきます。

3
虐待を防止するための職員研修
機の確保等の適切な対応

今年度はチェックリスト（保育所・認定こども園
等における人権擁護のためのセルフチェックリ
スト）で事前に個人で振り返りを行い、職員全
員で研修内でチェックリストの振り返りや意見
交換などを行いました。

児童虐待に関する項目を運営規定に追加し、
より厳重な運用に努めます。

非
常
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

4

やむを得ず身体拘束を行う場合
における組織的な決定と、子ども
や保護者に事前に十分に説明・
了解を得た上での児童発達支援
計画への記載

昨年同様、身体拘束を行ったことはありませ
ん。

 
身体拘束に関する項目を運営規定に追加し、
より厳重な運用に努めます。

5
食物アレルギーのある子どもに
対する医師の指示書に基づく適
切な対応

今年度は食物アレルギーのあるお子様はいな
い事を確認しております。今後に備え、保育所
で使用されている『生活管理指導表』『アレル
ギー対応表』の導入を進めています。

引き続き、アレルギー表を分かりやすいところ
に掲示して、職員間で正確な情報を把握して、
事故の発生を未然に防ぐよう努めます。また、
必要に応じて服薬や緊急時の対応等の取り決
めを行います。

6
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

未遂も含め、怪我1件・他3件のヒヤリハット報
告が上がっています。

引き続き、所定の書式に則り、6W2H形式で具
体的かつ正確に作成をし、職員全員での情報
共有・原因究明・分析を行い、再発防止に努め
ていきます。昨年、保育所に不審者が侵入し
たニュースを受け、訓練室にオートロック施錠
の鍵を設置し、事前の防犯に対応しました。

1
子どもは通所を楽しみにしている
か

・お友だちとのつながりも感じてとても楽しく過ごせているようです。
・毎回通うのを楽しみにしているので
・毎日楽しそうに通っている。
・なかなか言う事をきかない息子も、ことりへのリュックを見るとすなお
に聞いてくれます。
・いつもとても楽しみにしています。
・最近は特に、月ごとの体操を覚えられるようになったみたいで、家で
も音楽に合わせて動いています。
・毎回楽しみに通所しています！いつもありがとうございます。

2
保護者は事業所の支援に満足し
ているか

・とても満足しています。子供のことをしっかりと理解して頂いているの
で、安心して預けられます。
・日に日に子どもの成長がみられています。毎日笑顔で帰れるので感
謝しています。
・少人数の為手厚く支援受けれて満足している。子ども自身も通い始
めてかなり成長したように思える。
・コロナで不安な時もこどもをあずかっていただき、こどもにやさしく、
そしてしっかりと向き合っていただき、こどもの成長を見れてとてもあり
がたいです。
・いつも丁寧で温かいご支援を賜りありがとうございます。
・この１年ですごく成長しました。初めの体調が不安な時も丁寧に支
援してくださっていて、安心して預けることができました。

非
常
時
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