
公表：   2022年 9⽉ 22⽇

事業所名：ハビー⼩倉教室

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

19 1
・のびのびとしたお部屋です。通路には
何もないので安全です。

安全に活動を⾏えるよう、環境の整備に
努めて参ります。

2 職員の配置数や専⾨性は適切であるか 17 3
⾏政の指導の基、⼈員を配置していま
す。

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

18 2
・我が⼦にとっては、少し部屋が広いか
なぁと感じます。

個別のお部屋が4部屋ありますので、お
⼦さまにあった場所を提供して参りま
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

19 1

・活動スペースの床でハイハイなどすると、
⼿やひざが⽩く汚れてしまう
ことが少し気になります。
・⼦供たちの活動が分かるような表⽰(七⼣
やクリスマスなど)があります

清掃の⾏き届いていない所があり、⼤変
申し訳ございませんでした。
毎朝清掃を⾏っておりますが、さらに留
意して⾏って参ります。

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

19 1

・45分間の限られた時間の中で、先⽣に
よって充実感に差があるように感じるこ
とがあります。ですが、⼦供の気分もあ
るので何とも⾔えません。

現在も研修や情報の共有を⾏い⽀援の差
が出ない様努めておりますが、今後はさ
らに各職員の知識を深めて参ります。

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

16 4

・専⾨的な⾔葉も分かりやすく説明して
もらえます。
・要望の多いので中々難しいところもあ
ると思います。⼦供が楽しんでくれるこ
とが⼀番だと思っています。
・事前に伝えた困りごとを基に計画を
作ってくれます。

・保護者様からの相談を受けたり、園や
他事業所様とも連携を図り家族⽀援、地
域⽀援共に⾏っております。

7
児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われている
か

20
・常に先⽣が何をしたのかを説明しても
らえます。

適宜、個別⽀援計画を読み返しお⼦さま
に合った⽀援が出来る様にしています。
⽀援毎にフィードバックを⾏い、どのよ
うな意図で⽀援を⾏ったかをお伝えさせ
て頂いております。

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

20

・毎回違った内容で、本⼈も楽しそうに
過ごせている。
・活動プログラムは、毎回よく考えられ
ていてとても満⾜しています。

お⼦さまが楽しんで活動できるよう、職
員全員で話し合い取り組んでおります。

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

8 2 3 7

コロナ禍において交流を⾏うことが困難
となっています。また殆どのお⼦さまに
⺟園があり⽇頃から関わりを持たれてい
る⽅が多いです。

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

20

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

19 1

契約前、6か⽉後、適宜個別⽀援計画を
作成し提⽰しております。また、ハビー
では3ヶ⽉毎に中間評価を⾏っておりま
す。

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）：23  回収数：21   割合：  91 ％
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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

15 3 2

・ペアレントトレーニングが何か分かり
ません。
・親⾝になって困り事を聞いてもらえま
す。

・ペアレントトレーニングとは、⼦育て
に取り組む養育者様が、その役割を積極
的に引き受けていく事が出来る様、養育
者を⽀援するための家族⽀
援プログラムです。ハビー⼩倉教室でも
ほめ⽅講座など開催いたしました。
・お⼦さまの⽀援だけでなく、保護者様
のご不安やお悩みが少しでも軽減できる
よう努めて参ります。

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

19 1

・こちらが上⼿く説明できていない所が
あるので、伝え⽅を⼯夫していきたいで
す。
・定期的に親へ聞き取りをして下さるの
で、安⼼してお任せできています
・チックなどの⼼配事もアドバイスして
もらえます。

・保護者様の要望が上⼿く汲み取れてお
らず、⼤変申し訳ございません。お話を
しっかりと傾聴させて頂き、共通理解に
努めて参ります。

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

19 1

・具体的な接し⽅、伝え⽅などもっと詳
しく知りたいです。
・毎回のフィードバックがとても参考に
なる。

⽀援毎のフィードバックの際やイベント
講座などでお伝えして参ります。

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

8 2 2 8

・同じ悩みを持った⽅々と交流出来たら
嬉しい。
・⽗⺟は⼦の療育に来ているので、保護
者同⼠の連携や保護者会等必要がない。

保護者様それぞれに合った提案を⾏って
参ります。

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

20

・おむつ外しなど⼩さな悩みもしっかり
と聞いてもらえます。
・幼稚園への訪問や⽇程変更などいつも
すぐに対応している。

・これからもお悩みにしっかり向き合い
たいと思っております。
・迅速な対応が出来る様、努めて参りま
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

19 1
お⼦さまの特性に合わせ円滑にコミュニ
ケーションを図ることが出来る様、取り
組んでおります。

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

18 1 1
年に4回のお便りや適宜書⾯やHPにてお
知らせしております。⾃⼰評価表もHP
に掲載しております。

19 個⼈情報の取扱いに⼗分注意されているか 18 2
頂いた情報は、鍵のかかる書庫に保管
し、職員も知りえた情報を外部に漏らす
ことのないよう指導しております。

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

13 7
マニュアルを作成し、適宜訓練を⾏って
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

10 1 9
・⽀援の中で、⽕事の時の対応などを周
知されている。

⽀援の活動プログラムや利⽤者様を交え
た避難訓練などを⾏い、災害に備えて参
ります。
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22 ⼦どもは通所を楽しみにしているか 18 2

・毎回を楽しみにしています。特定の先
⽣ではなく、全員の先⽣が⼤好きなよう
です。
・幼稚園に⾏くのは嫌がるが、ハビーに
⾏くのはいつも楽しみにしている。
・先⽣がいつも明るく出迎えて下さるの
で嬉しいです。
・早くハビーに⾏きたい！といつも楽しみ
にしている。
・とても楽しみにしています。スタッフの
皆様が良くして下さるので、い
つもニコニコで通所させて頂いています！
ありがとうございます。

これからもお⼦さまや保護者様に楽しく
通って頂ける様、お⼦さまにあった⽀
援、満⾜頂けるご家族⽀援を明るく元気
に⾏って参ります。

23 事業所の⽀援に満⾜しているか 18 1 1

・第三の⼦供たちの居場所になっていて、
園よりもリラックスしている姿が⾒られます。
感謝しかありません。
・⼦供の⽀援でなく、親の相談も聞いて頂き、
アドバイス等感謝しています。
・幼稚園との連携を図って頂いたり、他事業所
の紹介をして頂いたりしてとても助かりました。
・⾏事、催し物等職員の皆さんが⼯夫している
のが良く分かる。だからこそ、⼦供が楽しく通
えるんだと思うし、それが⼀番⼤切なことだと
思っています。皆さんの対応を含め、すごく満
⾜しています。

引き続き、園や他事業様と連携を図り、
共通の⽀援を⾏って参ります。
皆様が安⼼して楽しめる場所となるよ
う、職員⼀同切磋琢磨し質の良い教室を
作っていきたいと思います。

ハビー⼩倉教室職員⼀同

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
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