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事業所名：        ハビー千葉教室

チェック項⽬ はい どちらとも
いえない いいえ

わから
ない 保護者様からのご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

1 ⼦供の活動等のスペースが⼗分に確保されているか 57 3 1 1

集団だと4⼈でギリギリな気がします。
⼦どものスペースは保たれているが、待合室はもう少し
広くした⽅が良い。
集中しやすい環境です。
狭いと感じる。
モニターで⾒れるので確認できます。
それぞれの部屋も広く、⼦どもたちがボールやステップ
を使っても⼤丈夫なくらい広い。
もう少し広い⽅がいいですが、仕⽅ないですね。

集団⽀援、イベントでは⼈数調整をして⾏っていきま
す。
余分な机・椅⼦を別の部屋に運んでスペースを確保し、
安全に配慮して実施していきます。

2 職員の配置数や専⾨性は適切であるか 58 3 1

勉強熱⼼な先⽣⽅が多いです。
児発管が⽀援に⼊ることも多いようです。
専⾨性はあまり感じられない⼈が多いです。
どんな経歴か分かるとよりよいと思う。

個別⽀援、集団⽀援、イベントなど、お⼦様たちに合わせた⽀
援を⾏って参ります。
ハビーでは、アセスメントを⾏うために児童発達⽀援管理責任
者も⽀援に⼊ることがあります。
情報共有を密に⾏い、⽀援の質を⾼められるよう、私たちも新
しい情報を取り⼊れ、よりよい⽀援を提供していきます。
職員の職種につきましては、掲⽰物をご確認ください。

3

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

60 1 1
今⽇はどの部屋かな？と⼊ってすぐにホワイトボー
ドに表⽰してありわかりやすいです。
エレベーターの扉が閉じるのが早過ぎます。

エレベーターの開閉時間については、昨年度もご利⽤者様よ
り、ご意⾒を頂きました。管理会社、エレベーター点検業者に
確認をしましたが、調整が出来ないとのことでした。お⼿伝い
致しますので、お声掛けください。
お⼦様に分かりやすく、掲⽰ができているようで、よかったで
す。ありがとうございます。

4
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

58 4

親の場所もわかっているので、⼦どもも安⼼してで
きていると思います。
とても清潔にされていますが、たまに髪の⽑が落ち
ているのが気になります。
いつもきれいにしてあるが、髪の⽑が落ちているこ
とがあり、⼦どもが寝転ぶのでそこを気にしてもら
えるとうれしいです。

⽀援後の消毒作業の際、ゴミの回収を丁寧に⾏って参り
ます。ご指摘ありがとうございます。

5 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

59 2 1
⾯談でよく話を聞いてもらえます。
保護者のニーズや事業所さんからの提案を元に、き
ちんと⽀援計画が組まれています。

今後もお⼦様⼀⼈ひとりの個性、保護者様からの声を⼤
切にして、個別⽀援計画に基づいた⽀援を⾏って参りま
す。

6

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

60 2

成⻑と共に⽬標をステップアップしてくださるの
で、とても⼒になります。
ガイドラインがよく分かっていないのでなんとも⾔
えませんが、先⽣⽅が⽰してくれていることを信頼
しています。
具体性は⽋けているように思います。

保護者様に丁寧に説明をし、お⼦様に寄り添った⽀援を
⾏って参ります。

7 児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われているか 60 1 1
先⽣⽅が共有してくださっているので毎回、刺激に
なっています。

個別⽀援計画を基に⽀援を⾏い、達成度を⾒極めながら
取り組んで参ります。

8 活動プログラムが固定化しないよう⼯夫されているか 57 3 2

毎回先⽣も違い、⽀援の内容も違うので、説明を聞
いて理解して取り組む⼒がついた。
常に発達に合わせた⽀援が⾏われています。
こちらからの要望を聞き⼊れて、すぐに⽀援してく
れるのでありがたいです。

お⼦様の様⼦を⾒ながら、机上課題、粗⼤運動、微細運
動など取り⼊れ、お⼦様⾃⾝のできることを増やしてい
きます。
今後も保護者様からのご要望にできる限り添えるよう、
取り組んで参ります。

9 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

26 7 8 21
⾳楽会やクリスマス会など様々な体験が安⼼して参
加出来ます。
まだお願いしていないので分かりません。

ハビー内部でのイベントや、保育園や⼦育て施設へ来訪
してのイベントも実施しております。
通園している幼稚園・保育園等にも訪問させて頂き、連
携することも出来ますので、お問い合わせください。

10 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
62

11

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

60 1 1
定期的にしてくれています。
半年に⼀度の⾯談でどこに対応しているか教えても
らえるとよりよいと思う。

今後も丁寧に説明させて頂きます。
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保護者様からの児童発達⽀援事業所評価の集計結果(公表)

保護者等数（児童数）： 65 回収数： 62 割合： 95 ％
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12 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
40 6 2 14

これができるようになるには家でこうした⽅がいい
などよく、ためになるアドバイスをしてくれる。
ペアレント・トレーニングがよく分かりません。
最近イベントがない。
アドバイスはあるが、具体的なトレーニングを受け
たことがない。
まだお願いしていないので分かりません。

昨年度は事業所内での相談会の他、外部講師を招いての
ペアレントトレーニングや相談会なども開催しておりま
した。今年度の実施予定がまだ決まっておらず申し訳あ
りません。
フィードバックや、お⼦様の⽀援のお時間で、お話する
ことも可能ですので、ご希望の⽅はお申し出ください。

13
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

57 3 1 1

定期的にしてくれています。
個別⽀援の後、とても丁寧にやったことやアドバイ
ス、頑張ったところなどたくさんほめてくれます。
毎回楽しく通えているのは、先⽣⽅がいつも明るく
元気に笑顔で迎えて指導してくださるからです。本
当にありがとうございます。
2-3ヶ⽉に1回くらい先⽣と話せる機会があるといい
です。

毎回⽀援後にフィードバックの時間を設けております。
3ヶ⽉に1度、個別⽀援計画についての⾯談のお時間を取
らせて頂いており、それ以外にもご要望があれば随時⾯
談の機会を設定させて頂いております。お気軽にお申し
出ください。

14 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
53 5 1 3

定期的にしてくれています。
何かあればすぐに相談できる環境に感謝していま
す。
⾯談のようなものは⾏われてない気がする。（FB以
外で）
助⾔は他療育施設の⽅が具体的に頂けるが、⼦の特
性について共有し、⼀緒に分析は出来てました。
毎回の⽀援のあとにアドバイスをもらったり、悩み
を聞いてもらって助かっています。
2-3ヶ⽉に1回くらい先⽣と話せる機会があるといい
です。

フィードバックや個別⽀援計画の⾯談以外にも、ゆっく
りお時間をとり、お話をすることが可能です。
ご家庭でのお悩み、通園先の幼稚園、保育園でのお悩み
など、⼀緒に解決できるよう、取り組んで参ります。必
要に応じて、園への訪問、担任の先⽣との⾯談も⾏うこ
とができます。

15 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
21 10 6 25

あまりよくわからない。
まだあまり参加したことがない為分かりません。

今年度、懇談会を実施出来ておらず、申し訳ありませ
ん。
また企画をしていきますので、ぜひご参加くださいま
せ。

16

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

57 2 3

先⽇はお忙しい中、⼦どもの進学相談について教え
て頂いてありがとうございました。
⼦に合わせて配慮してくださってます。
困ったことや悩みを相談させて頂いた時に、迅速に
ご対応頂けました。

今後も丁寧に対応して参ります。

17 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
57 3 2

18
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

36 5 21

インスタ等を拝⾒します。
⾒ていない。
ホームページなどを確認していないので分からな
い。

ありがとうございます。作品やイベントの様⼦などを、
ホームページやインスタで公表しております。また、⾃
⼰評価の結果につきましては、教室内の掲⽰板、ホーム
ページで公表しておりますので、ご覧くださいませ。

19 個⼈情報の取扱いに⼗分注意されているか 58 1 3 実施されていると思います。
個⼈情報の流出のないよう、今後とも気を付けて取り組
んで参ります。

20
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

53 1 8

コロナ対策等、必要な情報は、提⽰いただいている
と考えております。
訓練が実施されているのは知っている。マニュアル
がわからない。
参加したことはない。
実施されていると思います。
引き続きお願い致します。特に緊急時や防犯、防災
など。

ハビーでは、緊急時、災害時、感染症発⽣時のマニュア
ルを作成し、そちらをもとに対応させて頂いておりま
す。

21 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
50 3 9

参加したことがない。
実施されていると思います。

避難訓練は年2回、6⽉と11⽉に実施しております。事前
に声掛けをさせて頂き、皆様にご参加頂けるようにして
参ります。
モニタールームには、事業所内の避難経路、避難場所ま
での経路も掲⽰しておりますので、ご確認をお願い致し
ます。
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22 ⼦どもは通所を楽しみにしているか 56 5 1

最近は、⾏きたがります。
嫌がることはなくなりました。
初期に慣れるまで時間がかかりました。最近は前よ
り慣れて通っています。
通所⽇以外にも⾏きたがる⽇があり、ハビーごっこ
を家でしています。
毎回楽しみに通っています。
まだ慣れていない為分かりません。

慣れてくるまで時間がかかるお⼦様や、ご両親からなか
なか離れたがらないお⼦様もいらっしゃいます。お⼦様
⾃⾝が楽しんで取り組めるような⽀援を提供して参りま
す。
就学に向けて、レベルアップした内容に取り組んでいる
年⻑さんもいらっしゃいます。「難しいけど、やってみ
よう。難しかったけど、できた。やってみてよかっ
た。」と感じられるような⽀援を提供して参ります。
今後もお⼦様が楽しく通所して頂ける教室を⽬指してい
きます。

23 事業所の⽀援に満⾜しているか 55 6 1

難しいとは思いますが、⼟⽇に全て希望通りの時間
に⼊れるとありがたいです。（キャンセル待ちがな
くなればと思います。）
もう少し⻑くやってほしい。せっかく通っている
が、すぐに終わってしまう。
担当した先⽣全員で共通したスモールステップがど
こまで作れているのか⽀援の様⼦やFB内では分から
ず、成⻑実感は漠然としています。
保護者への指導をもっとして頂けると嬉しいです。
満⾜しています。
先⽣によって⽀援の充実度が違う。⼦供に合う、合
わないもあるので、先⽣間での共有をしっかりして
ほしい。（⽀援内容）

1⽇の定員が決まっており、ご希望のお⽇にちにご利⽤
が出来ず申し訳ありません。なるべく多くのお⼦様に
通って頂けるよう、キャンセル待ちにて、ご案内をして
おります。空きが出た時点でご案内させて頂きますの
で、どうぞよろしくお願い致します。
⽀援のお時間が45分、フィードバックのお時間が15分
で、⽀援させて頂いております。個別、⼩集団の⽀援共
に、多くのお⼦様に療育をお受け頂けるよう、お時間の
設定をしております。来所してすぐに本調⼦になれず、
慣れた頃に終わりの時間になってしまうお⼦様もおり、
もどかしい思いをさせてしまい申し訳ありません。今後
も保護者様からの声を⼤切に、取り組んで参ります。
契約間もないお⼦様の⽀援は、私たちも、今現在のお⼦
様の状態を図る為、様々な教材、様々な提⽰の仕⽅での
⽀援を⾏っております。保護者様への説明がきちんとで
きておらず、申し訳ありません。今後とも何かお悩みや
ご要望などありましたら、お気軽にお申し付けくださ
い。
今後とも、皆様にご満⾜頂けるような教室を、職員全員
で⽬指して参ります。

ハビー千葉教室職員⼀同

満
⾜
度

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。
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


