
公表日：　R3年　3月　18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

利用定員に対し十分な面積を確保しています
が、利用者が多い時には机や椅子を移動する
等、事故の発生を防ぐ工夫をしています。

・少し狭くも感じますが時折公園にも連れ出してくれるので良いと思い
ます。
・子どもの人数に合わせたちょうど良い広さだと思います。
・ちょうど良い広さだと思います。
・思い切り体を動かせる位広いスペースがあると、より良いと思いま
す。

少し狭いように感じるとのご意見がありました
ので、お子様同士の相性により利用人数を調
整する・戸外遊びの回数を増やす事を検討し
ていきます。

2 職員の適切な配置
現在、法定通りの人員配置を行っています。
利用者が多くなる際には、非常勤職員を追加
で配置するなどの対応を行っています。

・言語聴覚士など、資格のある方がいると尚良いのではないかなと思
います。
・きっと子どもとの接し方など専門性をお持ちだと思うのですが、拝見
していない為分からずすみません。
・少人数の為、子ども達にしっかりと気を配ってくれていると思いま
す。

少人数での療育は当事業所の強みなので、
引き続きこの体制を維持します。また、言語聴
覚士・作業療法士などの職種の採用や資格の
所得を視野に入れます。

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

今年度は視覚優位のお子様が多い為、声掛
けだけでなく、図や表で示す教材を多く作成し
ました。

・保育中に見学している事がないので現在分からないです。
・個人のロッカーがあり、身仕度がしやすそうです。

個人のロッカーがあり、身支度がしやすそうと
の意見があったので、これからも自分のことは
自分でできる環境作りに励みます。

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

従来通りの毎日の清掃に加え、コロナウィル
ス感染防止の為、職員及びお子様の手指消
毒を徹底し、室内の消毒回数を増やして対応
しています。(1回→2回)

・狭すぎず、広すぎず、人数に合った心地よい空間だと思います。
・土足の場とそうでない場をきちんと子どもに伝え、分けていらっしゃ
るのを見たため安心致しました。
・いつもとても丁寧にされています。感染症等の集団感染もなく、安心
して預けられます。
・とても可愛く、子どもにとって過ごしやすい空間に感じます。
・見学させて頂いた時から、清潔ですごく温かな空間を気に入ってい
ます。
・明るくきれいな部屋なので過ごしやすいと思います。

引き続き、子供たちが安心して活動できるよう
な清潔・明るさ・温かみのある空間作りに努め
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

コロナウィルス感染拡大防止の為の在宅勤務
をきっかけに、ICT化を推進した結果作業効率
が向上しました。

今後も業務改善を進めるためのPDCAサイク
ルを職員間で把握・実行していきます。

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

今年はオンラインでの研修を受ける機会も多く
あり、医療の観点からなど新しい知見を得るこ
ともできました。

今後もオンライン研修等を活用する等、意欲
的に研修に参加し、職員間で共有・設定保育
に取り入れるなど、更なる療育の質の向上に
努めます。

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

1

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

初回作成時には、インテークシートを活用して
情報を共有し、保護者の方と支援の方針の合
意を取っています。また、日々の申し送りや連
絡帳でニーズを汲み取り、希望に応じて面談
を設定し、改定時の個別支援計画に反映する
よう聞き取りを行っています。

・ニーズに合わせ、なおかつ本人の興味・関心のある事を課題にして
下さりとてもありがたいです。
・定期的に支援計画ができるので、その時に気になる事を相談しやす
い。
・子どもの特性に合った支援をして下さいます。
・しっかりと面談をして、子どもの様子・親の意見を取り入れて下さって
いると思います。

保護者の方のニーズ・お子様の思いや強み・
職員から見た評価や課題など、多角的な視点
から個別支援計画を作成します。

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

（午後クラス）今年度は個別支援のニーズが
多かった為、ひらがなや語彙の確認が行える
よう、計画に多く取り入れました。（午前クラ
ス）幼稚園等に進学する予定のお子様が多
かった為、後半は集団での療育を重点に置く
計画を作成しました。

引き続き、お子様毎の長所や課題を踏まえつ
つ、必要に応じて個別療育（身辺自立・認知面
の向上）・集団療育（対人関係・社会性の向
上）を使い分けて計画を立てていきます。

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

評価項目をかなり細かく設定し、デイ記録に毎
日詳細に記録をしています。その評価をふま
え、具体的な数値等を記載して保護者の方に
も達成の可否が見えやすい目標設定を心掛
けています。

・子どもの出来ない事をちゃんと計画に入れて下さっています。
引き続き、現状を踏まえて目標が達成できたと
きのお子様の姿が想像つくような抽象的では
ない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

お子様毎に担当者を設定し、課題や目標を常
に念頭に置いた上で、支援を実施するよう体
制を整えました。また、支援内容が客観視でき
るよう職員間で修正を行っています。

・親身になってお聞きいただき、計画を立てて下さいました。実行して
下さっている為に出来る事が増えていると感じます。
・本人の様子、体調等見ながら支援指導してくださってます。
・子どもの苦手な事を「少しずつやってみますね」と言ってくれ、できた
時は「できましたよ！」と教えて下さり、成果を聞くのが楽しいです。

引き続き、保護者の方やお子様の気持ちに寄
り添いながら、実情に合った支援を心がけま
す。

5
チーム全体での活動プログラム
の立案

職員全員で、行事や季節を取り入れた療育内
容を話し合い月案として設定しています。

今後も療育方針を統一して支援が行えるよう、
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

長期休暇中は、可能な限りクラスの変更を提
案しています。また、保護者の方のご要望が
あれば、午前クラス・午後クラス通してのご利
用を受けさせていただきます。

引き続き、ご利用人数に応じて、お子様の負
担にならないよう配慮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

週案ではお子様の人数や発達段階に応じた
療育内容を作成しています。また、プログラム
が偏らないように1週間毎にリーダーを交代す
る、当事業所として重要視している設定保育
を週～月に1度以上は組み込むなど、多様な
プログラムを提供できるようにしています。

・運動や散歩、季節に応じた制作等で楽しく過ごせています。
・色々な事を取り入れてくれているなと感じる。
・日々色んなことを経験させて下さってありがたいです。
・色々チャレンジしてくださっています。
・様々なプログラムを組んで頂いています。
・毎日、今日はこんな事をしましたと説明して頂き、色々な事をして下
さっているんだなあと嬉しくなります。
・子どもが楽しく行えるよう、いつも色々考えて下さっています。

引き続き季節に応じた療育を実施し、活動の
幅を広げていきます。また常にお子様の様子
や課題を把握し、必要に応じた教材を購入・作
成していくなど柔軟に対応できるよう努めま
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

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

事前に作成したその日の週案をリーダーが職
員全員に伝え、お子様に対する配慮の内容や
職員一人ひとりの役割分担・ねらいの確認を
行っています。

引き続き、職員間での情報共有を徹底してい
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

各クラスでの療育後に、リーダーを主体とした
支援の振り返りや必要な情報共有を口頭また
は書面で行っています。

引き続き、職員間で協議する時間を必ず設
け、必要な情報を共有し日々の療育に生かせ
るよう努めます。

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、体温・体調等の健康面と各課
題の達成度をデイ記録に記入しています。
日々の総合的な療育内容も、週案の評価・反
省欄に記入し共有しています。

引き続き、デイ記録や週案を定期的に振り返
り、お子様の成長や課題を的確に把握し、より
良い支援に努めます。

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、独自のチェックシートとモニタリン
グ表を用いて、課題・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別面談を行い、お子
様の様子を共有し、目標の再設定・確認をす
る機会を設けています。現在緊急事態宣言中
のため、保護者の方及び職員の安全確保の
観点から、電話やオンラインでの面談に対応
しています。

現状を維持しながら、情勢や保護者の方のご
希望に応じてモニタリングの頻度を増やした
り、増やすことも検討します。

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

相談支援員の方とお電話で情報共有をする
機会がありました。担当者と打ち合わせを行っ
た上で、個別支援計画の内容や日々の様子
をお伝えしています。また、保育所等訪問支
援事業の訪問支援員の方とも積極的に、情報
共有する機会を設けています。相談支援員の
方と、お電話にて情報共有の機会がありまし
た。お子様の担当者と打ち合わせを行った上
で、個別支援計画の内容や日々の様子をお
伝えしています。

相談支援や保育所等訪問支援事業を必要と
するお子様に速やかに情報提供を行い、必要
に応じて会議に参加する・電話の応対を行う
等の積極的な参画に努めます。

2

（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
た支援の実施

（非該当）

3

（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
等と連絡体制の整備

（非該当）
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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

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

コロナ禍の為、運動会や保育参観といった直
接訪問による見学が叶わなかったため、保護
者の方からお話を伺ったり、幼稚園の先生に
お電話でお子様の様子をお伝えしています。
また保護者の方からの希望に応じて、幼稚園
等に引き継ぎ書を作成しています。

 

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の行事を見学
する機会を作るなどして、他機関との連携に
努めます。

5

放課後等デイサービスからの円
滑な移行支援のため、学校を卒
業後、障害福祉サービス事業所
等に対するそれまでの支援内容
等についての十分な情報提供

（非該当）

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

神戸市総合療育センターや児童館等で実施さ
れている研修に、内容に応じた応じて適切な
職員が参加しています。今年は、オンラインで
の研修を受ける機会も多くあり、医療の観点
からなど新しい知見を得ることもできました。

研修計画を作成し、職員療育の質の向上に努
めます。

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

例年、異年齢の子ども達と関わる機会を設け
るため、児童館に行く機会を作っていました
が、今年度は未実施です。（コロナウィルス感
染予防の為）

来年度は、情勢を見ながら児童館へ行く機会
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

例年、当事業所が参加している商店街主催の
お餅つきや夏祭り等の告知を行っていました
が、今年度は未実施です。（コロナウィルス感
染予防の為）

来年度は、地域交流の機会があればブログや
チラシ等で積極的にアナウンスを行っていきま
す。

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、1時間半程度のお時間をいただ
き口頭と書面にて丁寧な説明を心がけていま
す。内容の変更があった際には、その都度書
面でお知らせをし、保護者の方に確認の上、
ご捺印を頂いております。

・文書で頂いています。
・面談時にしっかり丁寧に説明して頂きました。
・最初の説明の時より、分かりやすく説明して頂きました。

契約時の説明のみならず、質問・疑問には随
時お応えし、今後も丁寧な説明を心がけます。

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

初回は保護者の方とのアセスメントを十分に
行い、計画を策定しております。改訂時には
職員会議で目標・課題が適切なものか十分に
議論した上で、保護者の方にニーズや支援内
容等の確認を行っております。

・目標を設定し、どう支援するかをお話してくださいましたので安心し
ております。
・しっかり子どもの様子も一緒に説明して頂きました。

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・課題について保護
者の方と共通理解できるよう努めていきます。

・通園している幼稚園と連携し、支援して頂きました。
・あってもなくてもどちらでもいいと思います。
・よく分かりません。
・コロナの事もあるので今年度は難しかったように思います。
・一度、児童館へ行く機会がありましたがうちの子は休みの日でした。
・地域の子ども達と活動する機会があったのか分からない。
・コロナの為、人との接触を避けて下さっているのだと思います。
・子どもは幼稚園に通っている為、特に必要と感じていません。
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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

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

研修形式でペアレントトレーニング等は行って
おりませんが、ご要望に応じて療育中の様子
を見学して頂くなどして、職員の関わり方を参
考にして頂く機会を設けています。

・よく分かりません。
・実施して頂けるとありがたいです。

来年度は、試験的に神戸市で実施できる利用
できる福祉サービスの紹介や、将来の進路に
向けた選択肢の提示・進路を決めるまでのプ
ロセス等について一斉にお伝えをする機会を
設ける予定です。また、個人面談時に、お子
様の療育中の様子や職員の対応を手本にし
て頂けるよう、保育参観の実施を検討していま
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

昨年同様、送迎時の申し送りや連絡帳への記
載等で、日々の様子や課題等への共通理解
を図っています。

・変わった点や幼稚園での出来事、困り事など、通園ノートや直接の
話し合いで共有できていると思います。
・送り届けて頂いた際、本日どう過ごしたかをお話下さるのでいつも楽
しみにしております。
・連絡帳だけではなく、送迎の際しっかり伝達してくださります。連絡帳
は母の楽しみの一つです♪
・今日は何をした。とか、何が出来たかの説明を聞き、家で子どもがそ
の行動をとった時、普段気が付かない事に気付かせてもらえていま
す。

送迎時の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頂いてお
ります。引き続き、申し送りや説明を心掛けて
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

送迎時の申し送りや、個別支援計画計画改定
の面談、平常時でもご要望があれば、リモート
で面談が行えるようにし、柔軟な対応を行って
います。

・コロナ禍で今は難しいのではと思う。
・困り事、悩み事を相談すると一緒に考えて下さり提案してくださいま
す！
・「最近こう言う事に困っています」という意見に「見守らせてもらいま
すね」と言ってもらえてすごくホッとします。
・こちらが面談を希望した時にはすぐに対応して頂けるのでありがた
いです。

日々の申し送りを中心に、対面での面談だけ
ではなくリモートでのも積極的に行っていきま
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

昨年度ご好評を頂いた為、2020年2月に保護
者会を実施する予定でしたが、コロナウィルス
感染拡大防止の為、集会等の自粛要請があ
り、中止となりました。

・茶話会でお話をする機会がありました。
・コロナの為、きっと難しくてできないのかなと思います。
・コロナ禍で今は難しいのではと思う。
・コロナで中止の為
・今年はコロナが流行していたので仕方なかったように思います。
・コロナの影響で何とも…
・保護者会など参加した事がないので分からない。
・過去に保護者会に参加させて頂きましたが、有意義な内容で良かっ
たです。
・コロナの為できないですね。
・コロナが落ち着いたらまた開催して頂きたいと思います。
・今年はコロナで機会がない。

今年度はコロナにより中止となりましたが、以
前の懇親会では有意義な時間が過ごせたと
のご意見を多く頂戴しました。今後、感染対策
を講じた上での開催を、積極的に検討してい
ます。

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

昨年同様、重大な苦情は寄せられておりませ
んが、改善のご要望・ご意見等をいただいた
際には、環境構成等の改善に努めています。

・まず苦情がないです。
・ああしてほしい、こうしてほしいという意見にはすぐ返事を下さり、助
かります。

引き続き、送迎時や面談での丁寧な聞き取り
や報告、職員間での情報共有を徹底し、不況
の予防に努めます。
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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

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

意思の疎通が難しいお子様には、視覚支援教
材の工夫を行っています。保護者の方とは話
しやすい環境や雰囲気を作り口頭だけではな
く手紙など文章での情報伝達を行っていま
す。

・心配な事があった時は保育中やそれ以外の時間でもメールで対応
して頂きました。
・お迎え時や連絡ノートを見たりして、本日の様子を毎回教えて頂い
ています。
・ばっちりです！
・毎回子どもの様子が書かれた連絡帳を楽しく読ませて頂いていま
す。

お子様一人ひとりに合わせた、教材の作成に
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させて
いただきます。

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

個人単位では、連絡帳や申し送りでの報告、
全体ではブログの更新や手紙の配布等でお
子様の日々の活動や予定をお伝えしていま
す。今年度より携帯電話を導入することによ
り、迅速に保護者の方と連絡を取り合えるよう
になりました。

・ブログでも子どもの様子が把握できるのでありがたいです。
・ホームページで行事のプログラムの様子が載っています。
・ホームページの活動内容をいつも楽しみにしています。
・お忙しい中でブログを書いてくださり、子ども達の様子を見れるので
嬉しいです。
・毎回ホームページを楽しく見させて頂きます。
・いつもブログを拝見しています。

引き続き、連絡帳やブログを通して保護者の
方にお子様の日々の様子をきめ細かく伝えら
れを努めていきます。

10
個人情報の取扱いに対する十分
な対応

鍵付き車庫にて個人情報の記載書類は保管
しています。個人情報を含むデータをブログに
掲載する際は、保護者の方の要望に沿うよう
に処理し、データを破棄する際にはシュレッ
ダーを使用するなど、情報流出防止に留意し
ています。職員に対しても個人情報の取り扱
いには充分注意をするよう促しています。

・出来ていると思うのですが、送り届けて頂いた時にご近所に聞こえ
る為、できない事等は少しお言葉を変えて頂けるとありがたいです。

書類の保管やブログなどでの個人情報漏洩に
充分配慮し、今後も取り扱いに最新の注意を
払います。なお送迎時の目申し送りの際は声
量には充分気を配り、保護者の方に不快感や
不安な思いを抱かせないよう表現方法に配慮
するよう努めていきます。

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

職員会議の際には、マニュアルについて職員
同士で確認し合う時間を設けています。保護
者の方には契約時に書面と口頭で伝えてお
り、変更点があればその都度手紙を配布し、
お知らせするよう努めています。

・分かりやすく冊子にして下さっています。
・お手紙でよくお知らせして下さり、助かっています。

今年度作成した緊急時連絡シートを活用する
ことによって、保護者の方が安心感につなが
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

2か月に1度防災・避難訓練を行っています。
津波・土砂災害などの警戒地域以外の災害に
ついては、紙芝居や口頭でわかりやすく注意
喚起をし、地震や火災など被災の恐れがある
災害については実際に避難場指定場所へ移
動し、避難経路や避難所までの所要時間など
を把握しています。

・定期的に子どもたちに避難訓練をしてくれています。
・絵本で伝え、公園へ避難するなど色々してくれています。
・避難訓練も体験させてもらえて助かります。
・よくしっかりと訓練してくれていると思います。子どももだんごむしの
ポーズを家でしてくれます。
・子ども達にいつも地震時などの避難訓練を行って頂いており、とても
ありがたく思っています。

引き続き、年間を通して利用者全員が訓練に
参加できるよう調整を行い、お子様によりわか
りやすく災害を意識できるような伝え方を工夫
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、担当職員が神戸市主催のオンライ
ン研修を受講し、その内容を職員全員に向け
て再度周知を行いました。また、メディアの虐
待報道事例について話し合う機会を定期的に
設け、弊社での虐待の発生を防ぐ算段につい
て模索しています。

引き続き、定期的に研修を受講し、職員会議
時には情報交換を行うことで虐待について共
通認識を持つよう心がけます。
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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

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、身体拘束を行った事はありませ
ん。

 

引き続き、身体拘束を要する事案が発生する
際にはあらかじめ保護者の方への説明・了承
を得た上で三原則に則り、職員全員で協議の
上おこないます。また記録を必ず残し、支援計
画にも記載します。

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

契約時に書面にて保護者の方と必ず確認を
取るようにしています。食事時は、他児のお弁
当を口にしないよう見守りの徹底を行っていま
す。アレルギーがある場合や、活動に使用す
る教材や場所を検討し、事前に危険性を孕む
のものを遠ざけるよう努めています。

今後は、必要に応じ、主治医の意見を仰いだ
り、具体的な対策例を共有していきます。職員
が正確に判断できるようアレルギーの表を分
かりやすい場所に掲示し、事故の発生を未然
に防ぐ事に努めます。必要に応じて服薬・投
薬・緊急搬送先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、ケガ2件・他2件のヒヤリハット報
告が上がっています。以前に発生したヒヤリ
ハットの再発を防ぐため、ドアに指詰め防止カ
バーを設置するなどの取り組みを行っていま
す。

危険な事例があった場合は速やかに報告書
に記載し、ミーティングを通して職員間で共有
していきます。原因を究明・分析し、再発を防
ぐよう努めていきます。

1
子どもは通所を楽しみにしている
か

・基本的には楽しみにしていますが、あくまで幼稚園が主体なので疲
れが溜まるとぐずる事があります。
・最近はことりさんが特に大好きで楽しみにしております。ありがとうご
ざいます。
・毎日送りに行くとお友だちに「おはよー」ととても大きな声を出してい
る姿を見ると楽しみにしている様子がよく伺えます。
・行く時は恥ずかしがっていますが、帰ってくるとご機嫌です。
・土日行きたがるほど楽しみにしています。
・インターホンが鳴るとルンルンで出発します。
・子どもが通う事を楽しみにしています。
・常に早く行きたい！と家で話しています。
・ことりに通う事を嫌がっている訳ではないですが、家を出る事を時々
嫌がる事があります。
・毎回とても楽しみにしています。

2
保護者は事業所の支援に満足し
ているか

・毎日忙しい中、連絡帳にコメントして頂き、母のみでなく祖母・父とも
に楽しみに子供の成長を見ています。これからもよろしくお願いしま
す。
・大満足です。ここにして本当に良かったと心から思っています。
・子どもが楽しんで通っているので満足しています。
・とても満足しています。
・子どもの成長を見せて頂けているのでとても満足しています。
・いつも私たちに寄り添った対応をして頂きありがとうございます。
・毎回楽しんで通っていて満足です。
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