
公表：   2022年  9⽉  29⽇

事業所名：        ハビー上板橋教室

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 66 3

・全設問について、5段階評価（「わからない」を抜いて）だともっと答え
やすいと思います。
・⽞関スペースがもう少し広いと使いやすいかなと思う。
・広いスペースで体も⼗分に動かせています。

・貴重なご意⾒ありがとうございます。
・拡充は難しい為、順番に出⼊りできるよう配慮して使⽤するよう
にします。
・今後も広い部屋での⽀援に⽣かしていきます。

2 職員の配置数や専⾨性は適切であるか 58 6 5

・⼈事異動が多い。先⽣によって指⽰⽅法のバラつきが⾒られる。
・異動やご退職で先⽣⽅の⼊れかわりがやや多いように思います。
・⽀援してくださる⽅が毎回変わるので落ちつかないことがある。
・配置数に問題はありませんが指⽰が具体的ではないことがある為⼦供た
ちに指⽰が通っていないことがたまにあります。
・⼗分な⼈数で⾒ていただいています。
・資格情報などわかれば助かります。（専⾨性の⽬に⾒える情報の1つと思
います。）

・指⽰⽅法について、職員間で統⼀できるように教室内で共有しま
す。
・どの職員でも安⼼して利⽤していただけるように務めてまいりま
す。
・⽀援員が変わることで落ち着かないこともあるかと思いますが、
様々な視点でアプローチすることで⼦どものできることを増やして
いきたいと思っています。
・職員体制図を掲⽰しているので、そちらをご覧ください。

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

62 4 1 2

・⼈によって内容がちがうのもわかるが何も調べないで出⽋席確認をして
くるし、何回も書類の確認をしてくるので、スタッフ内で伝達ができてい
るのか不安な時がある。
・お部屋の案内や療育内容が本⼈にわかりやすく伝わっているようです。
・⽚づけられていてわかりやすいです。

・教室内で情報共有できる体制を整えていきます。
・部屋の案内(名前掲⽰)等、これからもわかりやすくしていきま
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

68 1 ・よく掃除されていると思います。
・⽚づけられています。

・ありがとうございます、引続き環境整備に努めていきます。

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

67 2

・毎回”振り返り”で苦⼿だった所を次回の課題にして頂いているのですご
く助かります。先⽣達の連携もよく取れていると思います。苦⼿な所を褒
めてくれたり、ていねいに教えてくれるので、⾃信がつく。
・分析⼒はいつも素晴らしくとても安⼼できている。
・⼦供の好みや保護者のニーズを⽀援内容に反映している。
・当初は個別を希望していて慣れたら集団も参加してみたいとお伝えして
いました。先⽣から⾒て集団に移⾏しても良いと思われるタイミングを教
えていただきたかったです。（初めての療育であまりわからなかったの
で）またキャンセル待ちでの集団への参加だと、なかなか慣れずにむずか
しいので、固定枠なしの時間帯などで参加したいときに参加ができるとあ
りがたいです。もしくは半年で契約の⾒直しなどしていただけるとチャレ
ンジしやすいかなと思いました。
・⾯談の時間を充分に設けていただきニーズを分析していただきました。
・先⽣がしっかりと話を聞いてくれます。

・引き続き、職員間で情報共有し、得意なことを伸ばし、苦⼿なこ
とが少しでもできるように努めていきます。
・今後、⼩集団へ移⾏できる為に、⽉1回から始めて⾒る等、様々な
観点からお伝えさせていただきます。

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

61 2 6

・⼦供にしてほしいこと、できるようになってほしいことは親の⽬先だけ
なので本当に本⼈に必要なことなのかよくわからない。
・家族⽀援については、親への発達障害への理解や学びに関するアプロー
チが無いように感じます。親が正しい知識を得られるような働きかけがあ
ると良いです。

・⽀援の中で気づいたことや、⾃宅での様⼦を聞く中でこちらから
もできることなどを提案させていただきながら⼀緒に考えていきま
す。
・発達障害の理解ができるように職員と話す時間を作らせていただ
き、その中で説明をさせていただきます。

7 児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われているか 65 2 2 ・製作が苦⼿なのですが、やる気が出るよう流れは同じですが、内容は毎
回変わります。

・内容を変えることで少しでも取り組めるような配慮をしていま
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 62 6 1
・よく⼯夫されている。
・製作が苦⼿なのですが、やる気が出るよう流れは同じですが、内容は毎
回変わります。

・ありがとうございます、興味を引けるような活動を引き続き⾏っていきま
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

18 5 15 31

・幼稚園には通っているが、ハビーの中で活動する機会はないと思いま
す。
・交流するプログラムはないが、きちんと幼稚園と連携をとってくれたり
しているので安⼼している。
・利⽤した事がない為わからない。
・求めていない
・希望していない為
・現⾏サービスに含まれない？
・幼稚園に通っているので特に希望もありません。
・他の施設との交流はないかと思います。
・⼊会時に話をしてもらったが、その後の必要なアクション（お互いの）
提⽰がないため不明。

・利⽤者個々に、要望があれば園への⾒学等、連携をとらせていた
だいております。
・関係機関連携というサービスがありますので、ご希望があれば職
員へお声がけください。

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 67 1 1
・⼀番初めに説明はされたと思います。
・丁寧にご説明いただきました。
・時間をとって説明していただきました。

・今後も丁寧に説明できるよう⼼掛けていきます。

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

65 4
・⽀援計画の為の⾯談がある場合ですが、事前に知らせてもらえると、相
談内容を考えて⾃分の中でまとめてお話ができるかなと思う。
・時間をとって説明していただきました。

・できる限り、⾯談前の利⽤⽇にお伝えさせていただきます。
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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）：74  回収数：69  割合： 93 ％
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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）：74  回収数：69  割合： 93 ％

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

23 11 16 19

・プログラムはないが保護者の⼼配や不安に対して先⽣⽅が即対応してくれている
ので安⼼している。
・保護者が⼦供とどのように接するのがいいか、教えて頂きたい。
・プログラムがあったらぜひ参加したいと思います。
・フィードバックは内容の確認とあわせて家で実践できることなどのアドバイスを
頂けるとありがたいです。
・ペアレント・トレーニングのプログラムがあれば参加したい。
・就学説明会
・ペアレント・トレーニングの機会があれば参加してみたいです。
・予定がある
・今後⾏われる予定とお伺いしました。
・まだそのような機会がありませんでした。
・親はどうするのが良いか、どのような⽅法があるか等、教えていただく機会が少
しでもあると良いです。
・現⾏のサービスに含まれていないもの？
・研修などはないが、モニターがある事で⼤変勉強になります。
・教室ではこんな⾵に対応していますなど教えていただいています。
・相談したいことがある時にそういった時間を別途もうけてもらえるのか？

・⽀援後のフィードバックで⼦どもとの関わり⽅を説明させていた
だいておりますが、プログラム等も今後検討していきます。
・事業所内相談⽀援というサービスもあります。個別対応しており
ますので、遠慮なく職員へお声がけください。

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

54 12 3

・通うひん度と集団クラスだとしっかり話す時間がもちにくいように感じます。
・授業の最後に感想や困っていることを伝え、課題について⼀緒に考えていただい
ています。
・⽇頃の様⼦など聞かれることは無い印象。

・個別で話す時間が必要な場合は、⼩集団の⽀援中に空いている職
員が対応させていただきます。

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

47 11 5 6

・助⾔というよりは、不安に思う事を話して聞いてもらっています。それ
により、安⼼します。
・とても助かっています。
・定期的に⾯談を⾏い、⽬標の⾒直しをして頂けるところは、より⼦供の
成⻑を客観的に⾒ることに繋がりますので、助かります。
・出来るようになったことへの報告はいただきました。育児への不安や疑
問の聞き取り、助⾔は特に無いです。
・⼩集団だとあまりゆっくり⾯談できる時間が取れない。
・⾯談は定期的にはありませんが、悩んでいる事は共有出来ています。
・できた事は伝えてくれるが、今後の課題などの共有はないイメージ。

・不安や疑問等、まだ聞き取り切れていない部分もありますので、
事業所内相談⽀援を⽤いて、保護者の不安や悩みを聞いていきたい
と思っています。

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

14 10 23 22

・⽗⺟の会がなくても集団プログラムの保護者の⽅と交流できていたり、ズームで
の就学相談会など交流する機会はある。
・コロナ禍で困難なところはあると思います。ZOOM等を活⽤できたら良いと思い
ました。
・保護者会等は特にありません。
・コロナ禍のため未経験。

・徐々に、イベント等も再開しているので、今後はオンラインを活⽤しなが
らの保護者会等も検討していきます。

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

55 7 7

・いつも親のニーズをくみ取り、ご対応頂き感謝しております。また、常に迅速な
ご対応をありがとうございます。
・その⽇の振り返りで出た内容をくみ取って下さり、次回から早速とり⼊れて下
さっている。困っている事などをフォローした活動を⾏ってくれている。
・こちらの悩んでいることなど職員の⽅の間で共有していただいていると思いま
す。

・ありがとうございます、引続き、⼦どもの様⼦を⾒てこちらから
ご提案したり、ご相談させていただければと思います。

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

58 5 5 ・連絡⼿段が紙媒体やTELがベースの為Webやメール、LINEでできるよう
になるとありがたい。

・個々の事情に対応できるよう連絡⼿段については検討していきま
す。

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

46 6 3 14
・あまり頻繁に⾒ていないので分かりません。
・発信されているかもしれないが⾒たことがない。
・ホームページで報告していただいています。

・ホームページで作品やイベントの様⼦等をアップしているのでご
覧ください。

19 個⼈情報の取扱いに⼗分注意されているか 62 4 3 ・注意していただいています。 ・引き続き、配慮していきます。

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

34 11 2 22 ・説明を受けました。
・実施されているかもしれないが認識がない。

・コロナ禍ということもあり、職員のみで実施することが多く、コ
ロナが収束してきたら利⽤者とも合同で⾏っていきます。

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

22 9 10 28
・実施されているかもしれないが認識がない。
・療育の⼀環で避難訓練要素を⼊れたプログラムがあってもよい。
・訓練は受けていません。

・コロナ禍ということもあり、職員のみで実施することが多く、コ
ロナが収束してきたら利⽤者とも合同で⾏っていきます。

22 ⼦どもは通所を楽しみにしているか 62 7

・⾏くと「楽しかったー！」と帰ってくるが、⾏く前が「⾏きたくない」
と⾔う。本⼈の気持ちの問題だと思う。集団は特に気が重いみたい。⽀援
に関してはいつも⼯夫して頂いてありがたいです。
・毎回楽しみにしています。
・楽しく通園しているので、特に不満などはないが、あえて⼀つ⾔うとす
れば、先⽣の⼊れ替わりが多いように思う。その度に関係性の構築と⾔う
が、⼦供によっては⼾惑いもあるのでは、と思います。
・ハビーに⾏くことをとても楽しみにしています。どの先⽣でも、同じよ
うなクオリティでレッスンしてくださるので安⼼して⾒ています。就学に
向けてアドバイスいただける機会があると⼼強いです。
・集団は回数を重ねるごとに慣れているところもあるが、全体的には楽し
みよりも頑張っているようす。
・とても楽しみにしていて保育園からハビーへの移動もスムーズです。
・毎週とても楽しみにしています。
・とても楽しみにしていてお友達の話もよくしています。
・特に嫌がる様⼦は⾒えません。

・職員が変わることで落ち着かないこともあるかと思いますが、
様々な視点でアプローチすることで⼦どものできることを増やして
いきたいと思っています。
・就学に向けては5⽉に年⻑向けに⾏いました、今後も企画していき
ますし、個別でご相談していただいても対応させていただきます。
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23 事業所の⽀援に満⾜しているか 63 5 1

・家庭での⼦どもとの関わり⽅や⼦どもへの理解が深まるような勉強会、
講演会などがあるとうれしいです。
・いつも親⼦共々⽀えて頂き、⼼より感謝申し上げます。
・保育園と連携もしていただき、ありがとうございます。
・ペアレント・トレーニングの機会が全く無いことが不満です。
・⼤満⾜です。改善もみられますし、何より本⼈が通所を楽しみにしてい
ます。

・⼦どもとの関わり⽅への勉強会やペアレントトレーニングについ
ては要望が多くある為、教室内で開催⽅法等検討していきます。

ハビー上板橋教室職員⼀同

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


