
公表：　2021年 8月 26日

事業所名：ハビーセンター北教室

チェック項目 保護者様からのご意見 ご意見を踏まえた対応

子どもの活動等のスペースが十分に確保されてい
るか

・年長児には少しせまい気がする。それ以外の子は丁度
良い。
・部屋による。カメの部屋はせまい。
・リトミックや運動などものびのびと体を動かせています。
広いです。

支援内容やお子様の特性に応じた環境を選択す
ることが出来る様、努めてまいります。

職員の配置数や専門性は適切であるか

・どの先生がどのような資格をお持ちなのか知りたいで
す。
・職員の方々の専門性を知らない。
・職員によってまちまちかな？と思う事がある。
・先生によって違う。先生によって指導の仕方がだいぶ違
い情報伝達されているのかと思う時がある。
・子どもの人数と同じくらい先生もいるので、手厚いです。
・職員各々の専門性の差は多少感じる。
・先生によって内容の充実度が異なる。
・先生のスキルと熱量に個人差を感じます。新人先生の
方が熱意を感じます。

・各職員の保有資格については、名札に記載して
おります。お声掛けください。
・職員間のスキルや熱量を向上すべく、事業所内
研鑽として、互いの支援見学や研修を実施してお
ります。また、支援に関する共有を更に丁寧に行
うことで、指導員による差を軽減する様、努めてま
いります。

生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環
境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業
所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への
配慮が適切になされているか

・すこし早く着いてしまった時のスペースがあると嬉しいで
す。
・視覚的に分かりやすくなっています。トイレも手順が貼っ
てあり子どももわかりやすいようです。
・まだ2回目なのでこれから色々知れると思います。

・事業所面積が狭く、ご不便をおかけしておりま
す。
ご理解とご協力をお願い致します。
・誰がみても分かりやすい様な工夫を積極的に
行ってまいります。

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

・コロナ禍のため、窓をあけてほしい。うさぎとかめの部屋
にも窓があったらいいなと思う。
・清潔です。エアコンの送風口の汚れが少し気になりま
す。
・最初に伺ったときに、部屋のすみにゴミがたまっていて、
不安になったが、他の日はいつも汚れておらず安心しま
した。

・窓がない部屋には空気清浄機を設置し、支援ご
との消毒等、感染防止対策を徹底してまいりま
す。
・エアコンに関しましては定期的な職員による清掃
と
業者による専門的な清掃を行ってまいります。
・ご不快な思いをおかけし、申し訳ございません。
日々の清掃を丁寧に行う様、徹底して取り組みま
す。

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析さ
れた上で、児童発達支援計画が作成されているか

・とても詳細な支援計画を作成して頂いています。
・親が気付いていない課題があるかもしれないので、客観
的に分かるアンケートなどがあるといいなと思いました。
例えば、出来ること出来ないことをいろんな領域で〇付け
するなど。どんなことが課題かさらに見えてくるかなと思
いました。

・ありがとうございます。支援をする中で必要に応
じて見直しをしてまいりますので、お気づきの点が
ございましたらお声掛けください。
・ご意見ありがとうございます。支援計画更新時に
行うアセスメントの際、口頭で聞き取りをさせて頂
いております。丁寧にヒアリングする様、心がけま
す。

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドライン
の「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援
（本人支援及び移行支援）」、「家族支援」、「地域支
援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項
目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内
容が設定されているか

・具体的な支援内容が、適切な項目に基づき作成されて
おります。
・ガイドラインの内容を熟知していない為、判断することが
できない。

ありがとうございます。
引き続き、ガイドラインへの理解を深め、適切な個
別支援計画を策定する様努めます。

児童発達支援計画に沿った支援が行われているか ・これから行ってくださると思います。
支援ごとに必ず個別支援計画を確認した上で、支
援プログラムを立案しております。

活動プログラムが固定化しないよう工夫されている
か

・いつも工夫頂いております。
・家ではできないような遊びがあって工夫されていて子ど
もも楽しんでいます。
・これから行ってくださると思います。

指導員に対する研修を行い、支援の幅を拡げ、多
彩なプログラムをご提供することが出来る様、努
めます。

保育所や認定こども園、幼稚園等の交流や、障害
のない子どもと活動する機会があるか

・今のところ交流の機会がないのでぜひ。
・障害のない子どもと活動する場は保育園のみ。
・保育園の訪問ありがとうございました。年2回くらいお願
いしたいです。
・年齢がそこまでいっていないので分かりません。
・利用していない。
・これから行ってくださると思います。

地域の中で出来ることを検討し、お役に立てるよう
努めてまいります。具体的なご要望などございま
したらお聞かせいただけますと幸いです。
ご協力お願い致します。

保護者様からの事業所評価のご意見

保護者等数（児童数）：　53　　回収数：　52　　　割合：　98.1％
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運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がな
されたか

・細かく、丁寧にご説明頂きました。
引き続き、丁寧な説明でご理解を深めることが出
来る様努めます。
ご不明点がございましたら、お声掛けください。

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供
すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づ
き作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支
援内容の説明がなされたか

・説明はあったが、できれば子どもがいない時にじっくり見
直し等をしたい。支援かフィードバックを短くしなければな
らず、子どもも騒いで分かりにくい。

環境への配慮が行き届かず、申し訳ございませ
ん。支援やフィードバックとは別にご説明の時間を
設定することが可能です。職員から積極的にご案
内させていただくように致します。

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)が行われているか

・今後、相談させていただこうと思っています。
・もう少し保護者に対しての的確なアドバイスをして欲し
い。親に対しての発信は全くない。
・困り事や悩みの相談でアドバイスをもらって助かってい
ます。先生の子どもへの接し方もマネしたいと思っていま
す。
・家庭での接し方についてもうちょっとアドバイスがほし
い。
・利用していない。
・フィードバックの時間がペアレントトレーニングになって
いるのかよくわからない。
・毎回のフィードバック時に子どもの特性や対応の仕方を
教えて頂きとても為になっています。

・家族支援プログラムは、本年度2回目を秋ごろ予
定しております。感染状況を鑑みて実施時期を検
討してまいります。
・適切な情報提供が不十分となっており、申し訳ご
ざいません。支援ごとに行うフィードバックだけで
なく、交流ノートやイベント等、様々な角度から情
報発信を行い、少しでもお役に立てる様努めてま
いります。

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子ども
の健康や発達の状況、課題について共通理解がで
きているか

・困っていることを相談すると、それに応じた課題を取り入
れてくださりとても助かっています。
・オンラインアプリ（例えばCODMONなど）を使用されては
どうか。

ご意見いただき、ありがとうございます。
アセスメントや日々のフィードバックを活用し、適切
な共有を行うことが出来る様努めます。また、必要
に応じて個別に相談を実施させて頂いておりま
す。ご希望がございましたら、お声掛けください。

定期的に、保護者に対して面談や育児に関する助
言等の支援が行われているか

・これからしてくださると思います。 積極的に行う様、努めます。

父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等に
より保護者同士の連携が支援されているか

・コロナがあるので仕方ないですね。先輩のお母様方と交
流できたらよかったのですが。
・コロナなので仕方ないと思います。
・今のところ参加の機会がない。
・保護者同士の連携がなく、情報交換等も出来ないため
子育てに不安を感じることがある。
・コロナの為分からない、保護者会等があるかどうかを知
らない。
・通い始めて2か月、コロナ禍ということもあり、行われて
いないのではないかと思います。

・ハビーでは、”父母会”のような組織は設けており
ません。ご理解いただけますと幸いです。
・社会状況を見ながら、保護者の集まりや集団で
の支援を適宜取り入れております。感染防止に努
めながら実施できる様、検討してまいります。

子どもや保護者からの相談や申入れについて、対
応の体制が整備されているとともに、子どもや保護
者に周知･説明され、相談や申入れをした際に迅速
かつ適切に対応されているか

・まだ利用していない。
フィードバックだけでなく、事業所内相談支援を個
別に実施することも可能です。
ご要望がございましたら、お声掛けください。

子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のため
の配慮がなされているか

・振替や欠席のやりとりが口頭のみなのが不安に思う。
メールもしくはメモ書きで残してほしいです。

ご不安とご不便をおかけし、申し訳ございません。
振替や欠席の対応を行う際には、メモ書きをお渡
しするように致します。

定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行
事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評
価の結果を子どもや保護者に対して発信されている
か

・特に見ていない。
・まだ、確認していない。

ホームページに、行事の様子や子ども達と行った
活動を掲載しております。
ぜひご覧ください。

個人情報の取扱いに十分注意されているか
・特に意識していない。
・未確認だが、現状は問題なし。

細心の注意を払い、適切な取り扱いを行ってまい
ります。

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、保護者に周知･説明され
ているか。また、発生を想定した訓練が実施されて
いるか

・訓練を受けたことがない為、分からない。
・まだ、確認していない。

各マニュアルを策定し、研修を通して職員に対応
をしてまいります。
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非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、そ
の他必要な訓練が行われているか

・訓練を受けたことがない為、分からない。
・まだ、確認していない。

年に2回訓練を行っております。1回目は職員のみ
で実施させて頂きました。2回目は9月に実施予定
です。
ご協力、お願い致します。

子どもは通所を楽しみにしているか

・毎週楽しそうに通所しています。
・行ったら楽しんでいるが、行く前などは気が乗らない事
がある。（家でゆっくり過ごしたいみたいなので）
・今日は先生誰かな？何するのかな？と毎回楽しみにし
ています。
・毎回ここに通うのが楽しいようです。
・いつも楽しみにしている。友達もできた。
・家でぐずっていても、ハビーに行くときは動いてくれま
す。
・土日でも、「今日はハビー？ハビー行きたい」と言いま
す。
・いつも楽しみに通っています。家でやらないようなことも
体験できて良いです。
・毎回どんな活動か、先生は誰かと楽しみに通っているの
で無理なくトレーニングを続けられます。
・とても楽しみにしている。

貴重なご意見ありがとうございます。
職員一丸となり、楽しみながら「できた！」をたくさ
ん経験出来る様な支援を目指し、精進してまいり
ます。

事業所の支援に満足しているか

・放デイもこの地域につくってください！そして、ハビー卒
園児を優先して入らせてください！
・できるところはもう少しレベルを上げてもらってよい。
・もう少し親に対しての勉強会など、専門的な対応の仕
方、先生方が持っている知識を発信して欲しい。
・大変満足しております。
・もう少し時間がたたないと分からない部分です。
・良い影響があり、とてもありがたく思っています。興味を
持たなかったパズルなど、ハビーさんで活動したものに興
味を持ってやるようになった。

・5月開所したハビーたまプラーザ教室が放課後
等デイサービスにも対応しております。ご希望が
あればお声掛けください。
・ご意見ありがとうございます。支援内容検討の際
検討させて頂きますので、ぜひお声掛けください。
・ご意見ありがとうございます。積極的な発信が出
来る様、検討してまいります。

ハビーセンター北教室　職員一同

これからもお子さま、保護者様のニーズやご意見を教室運営の参考にさせて

頂きたいと考えておりますのでご協力のほどよろしくお願い致します。

この度はアンケートにご協力頂きましてありがとうございました。

保護者様からのご意見を元に教室の運営について対応方法を考えました。

至らぬ点に関しては、随時ご意見頂ければ幸いです。


