
公表：　2021年　9月　22日

事業所名：ハビー浦安教室

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

子供の活動等のスペースが十分に確保されている
か

・身体を動かすには部屋が狭いと思います。
・きいろの部屋が少し狭いです。
・集団で運動する時があればスペースが足りない
かも知れません。
・狭すぎず広すぎず、丁度いいスペースだと思いま
す。
・走り回れるスペースがあって楽しそうです。
・スペースは問題なく、仕切りも適切な所にありま
す。

集団療育の時は、机や教材を別の部屋に運ぶ
等をしてスぺースを確保し、安全に活動できま
すよう配慮していきます。

職員の配置数や専門性は適切であるか

・長期的に子どもを見てほしいので、先生方の入
れ替わりが少ないと安心します。
・所持している資格が分からない先生が多いの
で、分かるようにした方が良いのでは、と思いま
す。
・子どもの特性にもよりますが、今まで見ている分
では2人に1人はついているので十分だと思いま
す。
・先生の人数が適切に配置されていると思いま
す。
・先生によって成長する分野が上手に分けられて
います。

職員の入れ替わりにつきましては、引継ぎを行
い、お子様への影響を最小限にとどめるように
配慮してまいります。
職員の所有する資格につきましては名札や掲
示してあります組織体制図に明記がございま
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

・子ども用の便座があると、トイレに行きやすいか
と思います。
・今日はどの色の部屋か等、分かりやすく工夫さ
れています。
・部屋の中がスッキリと整っているので、視覚的に
も落ちつくと思います。
・部屋の配置やトイレなど、分かりやすく動きやすく
なっていると思います。
・特に危ないと思うようなところはありません。
・教材が入っている箱以外に物をなくしていただい
たり、本人が集中してくれる空間になっています。

置き型の子ども用の便座が各個室にあります
ので、ご利用ください。
今後もお子様が楽しく怪我なく、集中して取り組
める環境設定に配慮してまいります。

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

・気になることを相談すると、次回から課題に取り
入れてもらえています。
・計画を先生と一緒に考え、その内容に添っている
のが支援計画で確認できています。
・今のばしてほしい部分を考えてくれて、課題を
作ってくれていると思います。

ハビーで充実した時間を過ごしていただけます
よう、お子様の成長を見つつ、支援内容を保護
者様と一緒に考えていけたらと思います。ご意
見等ございましたら、お気軽にお伝えください。

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

・ガイドラインの内容がよく分かりませんが、子ども
に合った支援をしていると思います。
・こちらが気になっているところ等を迅速に対応し
てくれて助かります。
・ガイドラインの内容から本人に必要な項目を適切
に設定しています。

ガイドラインにつきましては、スタッフルーム横
に設置している本棚にありますので、ご自由に
ご覧ください。

児童発達支援計画に沿った支援が行われているか
・個別に子どもの特性を理解して指導いだたいて
います。

保護者様からの事業所評価のご意見

保護者等数（児童数）：　63　　　　回収数：　62　　　　割合：　98.4　　％
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活動プログラムが固定化しないよう工夫されている
か

・変化が苦手な子なので、ある程度固定した内容
の方が安心して取り組めると思います。
・色々な教材を使って毎回楽しめていると思いま
す。
・色々な活動があって、本人も楽しそうです。
・先生にも色があり固定化されておらず、目的は同
じなので嬉しいです。
・色々な支援をしていただいています。子どもも楽
しんで取り組んでいます。

支援内容については職員同士で情報を共有し
た上で、プログラムを構成しております。同じ教
材にならないように配慮して対応しております
が、お子様の成長のために課題や教材を繰り
返し利用する場合もございますので、ご了承く
ださい。

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

・未実施のため。
・入ったばかりなので分かりません。
・利用日が短いので把握していません。
・交流は求めていません。
・幼稚園に通っているので、機会がなくても大丈夫
だと思います。

コロナ感染の影響もあり、地域のお子様との交
流は社会情勢を見ながら取り入れていけたらと
考えております。

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

・入所時に丁寧に説明していただきました。
・最初に丁寧な説明があり、十分理解できました。
・面談をした際に丁寧に説明を受け、ここで契約す
ることに決めました。

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

・ガイドラインのことはよく分かりませんが、話をよ
く聞いてくださり、子どもの様子も合わせて計画し
てくださっていると思います。

お子様の生活の場であるご家庭と、今後も連携
をしっかりと取ることで、お子様の成長を助長し
ていけたらと思います。

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

・利用日が短いので把握していません。
・実際に参加して、とても勉強になりました。
・毎回のフィードバック時などに丁寧に教えていた
だいています。
・毎回フィードバックがあり、家ではこうした方がい
いかも等、助言をいただいています。

家族支援につきましては、コロナ感染の社会情
勢を見ながら実施を検討してまいります。また、
その際に、必要に応じて資料をお渡しする予定
となっております。

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

・多数の先生が関わってくださることは子どもに
とって沢山の刺激となり、様々な視点でのご意見
も伺えてメリットも多いと思いますが、長期的での
相談のしづらさを感じます。親の主観での状況説
明をもとにアドバイスいただく形となり、不安を感じ
ます。担当制で、且つローテーションではだめなの
でしょうか。（担当の先生の回数が多いなど）
・日頃の様子を話す時間もあり、モニターで課題を
行う様子もよく見れて、共通理解できていると思い
ます。
・フィードバックの時間があるので共通理解がしや
すくて良いと思います。
・先生方がしっかり子どもの状況を把握しているの
で、誰に話しても相談しやすく安心感があります。

個別での面談希望の方には、相談支援として
お時間をお取りすることが可能ですので、お気
軽にお声がけください。
担当制ではないため、お子様の様子や保護者
様の相談内容につきましては都度記録し、ス
タッフ間での共有に今後も努めてまいります。

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

・毎回フィードバックの時間に話ができるので十分
だと思います。
・質問すると適切に答えてくれています。
・家庭での対応の仕方などアドバイスをしてくだ
さっています。
・個別支援の時間だとより子どもの事を話しやすい
ので、とても貴重な時間を提供してもらっていま
す。

フィードバックでのお時間を中心に、園生活で
のお悩みや小学校入学へ向けての相談もお伺
いすることができます。
幼稚園保育園、また小学校入学に向けた連携
を行うことが可能ですので、お気軽にご相談く
ださい。
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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

・他の保護者の方と関われないので同じ子どもの
発達の悩み等を話せないので、保護者同士の交
流があると嬉しいです。
・コロナ渦でなければ保護者同士のプログラムも
計画があったはず。今は本人も個別のクラスなの
で、いずれあると良いと思います。
・集団クラスの他の親御さんと話す時があって助
かっています。

コロナ感染の社会情勢を見ながら、今後保護
者向けのイベントや茶話会等を予定しておりま
す。保護者様同士での交流を深め、お話しでき
る機会を設定させていただけたらと思います。

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

・気になることを相談すると、次回から課題に取り
入れてもらえています。
・カードでの発声の時に工夫してほしいと思うこと
がありましたが、すぐに対応してくれました。

フィードバックのお時間に課題の目的につきま
してお話しさせていただいております。課題内
容についてご意見ご要望がございましたら、ご
相談ください。

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

・「次回は〇日です」との案内や、イベントの案内、
振替えなど、スピーディーに確実に伝えてくれてい
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

・ホームページ等は確認していないので分からな
いです。
・行事の案内が毎回あり、自己評価の結果も伝え
てくれています。
・掲示もあり、口頭でも情報を伝えてくださり分かり
やすいです。

イベントの様子や月の工作の紹介等、ホーム
ページに掲載しております。また、ホームページ
更新時には掲示にてお知らせしておりますの
で、ご確認ください。

個人情報の取扱いに十分注意されているか
・ホームページにのせる時には、都度確認をしてく
れています。

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

・避難訓練を実施してくれています。
・最近だと、感染症対応や緊急時対応について周
知、説明していただきました。対策もきちんとされ
ていました。

契約時に確認しており、また、教室内に掲示も
ございますのでご確認ください。

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

・未実施のため。
・入ったばかりで分かりません。
・実際に訓練が行われているのかどうか知りませ
ん。

避難訓練は年に2回実施しております。お子様
の利用時に実施する場合には事前にお知らせ
した上で対応させていただいております。

子どもは通所を楽しみにしているか

・行く前は「行かない」と言っていますが、到着すれ
ばそれなりに頑張っています。
・行き渋りも見られますが、前向きに取り組もうと
頑張っている様子が見られます。
・体調が悪くても行きたがるくらい楽しみにしていま
す。
・お休みしなくてはいけない時でも、泣いて行きた
がります。
・すごく楽しみにしています。
・毎回、言葉や遊びがバランスよくて、子どもは楽
しみにしています。
・嫌がらずに通っています。

今後もお子様が楽しく通所していただける施設
運営を目指してまいります。お子様の様子で気
になること等ございましたら、お気軽にご相談く
ださい。
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事業所の支援に満足しているか

・毎回違うプログラムで満足していますが、たまに
先生がお疲れの様子でしっかりとやってもらえない
時があったので、その日は残念でした。
・日常生活動作にも課題がたくさんある子なので、
事業所のレベルに合っているのか少し心配です。
・通い始めた頃を思うと、今は落ちついて課題に取
り組むことが増え、成長を感じます。
・子どもの特性を理解し、適切な支援をしていただ
けて満足しています。
・支援を受けるようになってとても成長したと思い
ます。子どもが自分から行きたがってくれるので助
かっています。
・通う前よりもできることがたくさん増えて、子どもも
楽しそうにしているのでとても満足しています。
・スタッフの方が楽しい雰囲気を作って対応してく
ださり、満足しています。

一回一回の支援時間を、お子様の成長に向け
て大切に過ごすようスタッフで取り組んでまいり
ます。
引き続き、お子様の成長に合わせて支援計画
を作成し、それぞれのお子様にあったプログラ
ムを提供してまいります。

ハビー浦安教室職員一同

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


