
公表：　2022年4月27日

事業所名：ハビー大和教室

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

・仕切りの開けられる部屋が広くて良い。
・軽い運動なら十分なスペースがあると思う。
・椅子に座っての勉強はスペース十分だと思うが、体を動かす際は
少し狭いかと感じます。
・教室は広く明るく雰囲気が良かったのでハビーへの通所を決めま
した。

お子様の安全確保を最優先に、支援内容や人数に
合わせて適切な教室選択を行うように努めてまいり
ます。

 職員の配置数や専門性は適切である
か

・設置数は適切なのだろうが、専門性は感じない。
・もう少し専門的なアドバイスをいただけると良いと思う。
・数は適切だと思うが、専門性については若干のばらつきがあるよ
うに感じることがある。
・数はいいと思うが、専門性については、わかりません。
・他の事業所の様子が分からないので、適切かどうかわからない。
・先生によって専門性に差があると感じることがあります。

ご意見いただき、ありがとうございます。
職員のスキル・専門性向上のため、定期的に研修を
実施します。また、より専門的な支援が提供できるよ
うに、専門資格を有した職員とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが取り
やすい体制整備を行って参ります。
保護者様のご要望に応えることができる教室づくりを
目指し、研鑽してまいります。

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

・明るくきれいな部屋で過ごしやすい。
・私たちにバリアフリーが必要ではないので正直不明。
・生活空間のわかりやすさについては、工夫を感じます。バリアフ
リーについては改善点があると思います。

一部バリアフリーにできない箇所があり、ご不便をお
かけしまして申し訳ございません。設備として対応で
きない箇所に関しましては、更に安全に配慮した対
応を行ってまいりますので、ご理解ご協力いただけま
す様、お願い致します。

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適
切な支援の提供

・荷物が多くなりがちなので、お手洗いに荷物置き場や荷物をかけ
る場所があると嬉しいですが、何か理由があったらすみません。
・掃除が行き届いていて清潔な環境です。
・とてもきれいだと思います。
・清潔だと感じます。
・モニタールームにゴミ箱がないので、ウェットティッシュを捨てるた
めに一つあった方がいいと思います。

モニタールームのゴミ箱とお手洗いの荷物置き場に
関しまして、貴重なご意見ありがとうございます。モニ
タールームのゴミ箱に関しましては、設置をさせてい
ただきました。荷物置き場に関してましては、お荷物
のトラブル防止の為、ご理解ご協力いただければ幸
いです。また、職員室に職員がいましたら、そこで貴
重品以外のお荷物を預からせていただくことも可能
です。ご希望がございましたら、お気軽に職員にお声
がけください。
引き続き、職員による日々の清掃を丁寧に行い、皆
様に心地よくご利用いただけるように努めてまいりま
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

・保護者意見だけでなく、職員側の提案も入れられ、満足している。
・支援計画書が現在の子どもの課題点と少し違う。(計画を立てた事
業所が作成してから手元に届くまで遅かったので…)

計画書に関するご意見、ありがとうございます。
支援の中で子どもたちの姿をとらえ、適宜計画を見
直す姿勢を忘れず、取り組んでまいります。保護者
の皆さんが感じた点も、お知らせいただけますと幸い
です。
今後も子どもたちの成長の一助となることを最優先と
し、支援内容の検討を行ってまいります。
各相談支援事業所との連絡・連携を密に行うことで、
計画の統一性について努めてまいります。

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

・こちらの悩みを聞いてくださり、子どもに必要な支援内容を提案し
てくださるので、ありがたいです。

ありがとうございます。
必要に応じて支援内容の変更も行いますので、継続
してご相談いただけますと幸いです。

児童発達支援計画に沿った支援が行
われているか

・新しい先生に慣れるために一日要する必要性は分かりかねる。

ご意見頂きありがとうございます。
ご利用者様の状態に併せて、支援プログラムを設定
するよう尽力しております。
支援内容に関しましてご不明点がございましたら、職
員になんなりとご相談いただければ幸いです。

保護者様からの事業所評価のご意見

保護者等数（児童数）：61　　　回収数：57　　　割合：93　％



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

活動プログラムが固定化しないよう工夫
されているか

・毎回違ったプログラムを行ってくれていて良い。
・同じ課題でも、職員によってやり方を工夫され、楽しんで取り組ん
でいる。
・慣れるまでは同じプログラムもあるが、だんだんと変化が付けられ
て良い。
・興味のあるものから、うまく広げてくれているように思います。
・様々なことをレッスンでやらせていただいている。当日、本人の様
子で変更もしてくれる。
・いつも私では思いつかない関わり方をしてくださり、感謝していま
す。
・毎回違う事をしている為、本人は楽しめている。
・本人が興味がある事や好きな事を交えつつプログラムを組んでい
ただいています。

ご利用者様一人ひとりに合わせた個別支援計画を基
に、支援の目的にずれが生じない様に配慮しており
ます。お子様が楽しんで支援に参加できるように努
めてまいります。
何かご要望がございましたら、職員へお声掛けくださ
い。

保育所や認定こども園、幼稚園等との
交流や、障害のない子どもと活動する
機会があるか保護者への説明等

・本人は幼稚園に通っているので、特に問題なし。
・新年度になったら、また保育園への訪問をお願いしたいです。
・事業所内ではないが、保育園に通っている。
・ハビーでは経験がないですが、保育園に行っているので機会はあ
ります。

ご意見ありがとうございます。
インクルージョンに対して、どのような対応が出来る
のか、検討を行ってまいります。
所属機関との連携は、適宜行わせていただいており
ます。ご要望がございましたら、ご相談ください。

 運営規程、利用者負担等について丁
寧な説明がなされたか

・規定すべてではなく、重要だと思われる項目を抜粋して読み合わ
せをしました。

ご指摘、ありがとうございます。
運営規定や利用者負担額について、更に丁寧な説
明を全職員が行うことができるよう努めてまいりま
す。

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

・先生によってそれぞれに支援方法がいつも違って、とても勉強にな
ります
・説明ありました。

ありがとうございます。
引き続き、ガイドラインの理解を深め、適切な個別支
援計画を作成するよう努めます。

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

・支援後に話をする時間があるので、意見が聞けて参考になる。
・子育て関連も含め、直接専門家の方の講座等があると良いかと思
われます。
・実施されていないのでわかりません。
・家族支援プログラムとは何か？
・褒め方や接し方等アドバイスいただけたら嬉しいです。
・家族以外とどのように過ごしているのか分からなかったので、モニ
ターを通して新たな一面(苦手なことや得意な事）がとてもよくわかり
ました。先生の対応を見て毎回家での対応の参考にしています。

当事業所での家族支援プログラムに関してまして、
実施方法等の検討を行っております。家庭内ででき
る関わり方のヒントなどをお伝え出来るように検討し
ております。
日ごろの支援では、その日のフィードバックとして内
容の伝達等を行っております。ご家庭内でのご対応
についてのご相談は、相談支援として対応させてい
ただくこともできます。また、ペアレントトレーニングの
機会を設けるべく準備中です。
実施の際はぜひ、ご参加ください。

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

・支援後に毎回をする機会があり、様子を伝えることができるので、
助かっています。
・支援内容の説明はあるが、発達の状況、課題について話し合う機
会はない。
・毎回授業後に先生からお話を聞けるので、疑問や不安なく通えて
います。

ご意見ありがとうございます。
今後も、わかりやすいフィードバックが行えるように尽
力してまいります。
また、相談支援を活用し、発達の状況や課題につい
て話す機会を設定していきたいと考えております。
保護者のご要望に応じた対応を行うため、職員にお
声掛けいただけると助かります。

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

・面談はあるが、育児関する助言等はない。
・支援後だけでなく、支援中も保護者のみで面談をするときもあり、
助かっている。
・支援後、色々とこちらからも話しやすく、助言してくださるので助か
ります。
・定期的ではないが、聞けば答えてくれている。
・すぐに答えられないことは、次回に伝えるなどしたら更に良いかも
しれません。
・何回か面談等していただいた。子どもへの対応で困っていることが
多いので、アドバイス等たくさんいただけると助かります。
・助言等をいただけるのであれば、参考にさせていただきたいです。

ご意見、ありがとうございます。
個別支援計画の定期的な見直しに加えて、日々の
フィードバック時にご相談いただけるように尽力して
まいります。
ご家庭での対応についても併せて職員から積極的に
お伝えできるよう、努めて参ります。
また、回答を次回に伝える等、頂きましたご意見を職
員で共有し、対応力向上に向けて努めてまいります。

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

・そういった会が開催されているのかわからない。
・コロナですし、連携はない。話すらしたことない。

昨今の感染症の状態を鑑み、実施方法を検討してお
ります。安全にご参加いただけますよう、慎重に検討
しておりますので、お待ちいただけますと幸いです。

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

・相談は聞いてくれるが、適切な対応ができているとは感じない。
・支援後の話の時に、不安やできないことを話すと聞き入れて、次回
以降支援に組み込まれていて満足している。

ご意見、ありがとうございます。
対応した方法や支援内容に関して、。
また、ご安心して対応していただける返答が出来るよ
うに、専門性の向上・専門資格を有している職員との
連携も進めてまいります。



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

・フィードバックしてすぐに次回に繋げてくださる。
・メールやSNSを利用した連絡が取れるようにして頂きたいです。

ご利用者様に必要な支援について、適宜検討してお
りますので、お申し付けください。
メールやSNSでの連絡に関しまして、貴重なご意見あ
りがとうございます。当社では、連絡調整におけるト
ラブル防止の為に、お電話でのやり取りに限らせて
いただいております。ご不便おかけし申し訳ございま
せん。

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

・会報や活動概要、行事予定等をどこで発信されているのかがわか
らない。
・そんなのあるの？
・空きコマ状況やイベントの情報などSNSやHPで確認できると良い
です。

当事業所では、ブログなどを活用いたしまして行事に
ついての情報を発信させていただくことがあります。
今後、ブログの充実と周知方法について、検討を進
めてまいります。空きコマなどの情報は、ご利用者様
の不利益とならない様に、迅速に連絡調整させてい
ただければと存じます。

個人情報の取扱いに十分注意されてい
るか非常時等の対応

・多分
引き続き、個人情報保護法に則した管理体制を徹底
してまいります。

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

・おそらくマニュアル説明等受けているだろうが覚えていない。壁に
貼られていたりするのもあまりちゃんと見ていない。
・私が知らないだけかも。
・感染症対応で、アルコールだけなくきちんと手洗いをするところが、
とても安心できます。
・マニュアルの説明はありました。訓練には参加したことがありませ
ん。

各マニュアルの周知を積極的に行い、安心してご利
用いただけますように、努めてまいります。また、各
マニュアルに即した対応が行えるように、定期的な訓
練を行ってまいります。

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
ているか満足度

・まだ参加したことはないです。
・どの程度の期間で行っているのかわからないが、行っていることは
知っている。
・もしかしたら、コロナの時代のせいでしょうかね。
・私が知らないだけかも。
・訓練がある旨、ご連絡いただいたことがあります。

災害に備えた訓練に関しまして、年１回以上の実施
を行っております。今後、実施後のご報告を含めた周
知を行い、ご安心してご利用いただけますように対応
いたします。

子どもは通所を楽しみにしているか

・個別の時もグループの時も楽しく通っています。
・「今日は何をするかな？」と子どもが言ったり楽しみにしている。
・「今日ハビー？」と聞いてきたり、「今日ハビーいくんだ！」と毎回楽
しみにしています。
・たまに気分が乗らないこ時は嫌がるが、行くと楽しんでいる。
・「今日ハビーある？」とよく聞いてくるようになりました。ないというと
「行きたい」と言っています。
・先生方や集団のお友達が大好きで、毎回楽しみのようです。
・ハビーが大好きで、通うのを楽しみにしております。
・教室に慣れ、毎週〇曜日楽しくやっていると思います。
・基本的には楽しみにしているが、疲れていたり、気分が乗らない時
もある。レッスンが始まれば楽しくやっていることが多い。
・毎週行くのを楽しみにしています。
・「明日どこいく？」と聞かれ「ハビーだよ」と伝えると「ハビーか、が
んばろ」と言って楽しみにしています。
・教室の近くに到着すると、ここ？と入り口を指差します。楽しみにし
ているのを感じます。
・幼稚園でも「今日ハビーいくんだ」と話すくらいとても楽しく通わせて
いただいています。本人が進んで通ってくれるので良かったです。

ありがとうございます。
ご利用者様の「楽しい」という気持ちは、支援を効果
的に提供するうえでも重要だと考えております。
今後も、継続して「行きたい」と思っていただけますよ
うに、職員一丸となり精進してまいります。

事業所の支援に満足しているか

・幼稚園でこのようなことがあったと話すと、次の支援の時にその内
容を支援にも入れていただけて嬉しく思います。
・いつも指導に感謝しております。ありがとうございます。
・もう少し専門的なアドバイスをいただけると良いと思う。
・個別だけでなく、ペアや集団を行うようになって成長を実感し、満足
している。
・子どものペースに合わせて支援をしていただいていると思います。
・子どもが楽しめていて、成長にもつながる支援内容で満足していま
す。
・とても手厚い支援をしていただいて感謝しています。
・イベントの回数が多いように思う。もう少し減らして、通常の授業を
増やしても良いと思う。
・日によりますが、本人が何もかも嫌な時がありますが、対応を考え
てくださり感謝しています。いつもありがとうございます。
・親の困りごとや子供の様子に合わせプログラムを組んでもらえる
ので、少しずつ子どもが良い方向に進んでいる気がします。
・先生方皆さん優しく接してくれます。
・とても満足しています。ここまで伸びたことに大変うれしく思ってい
ます。
・言葉の発達が、満足度に繋がるので満足はしていませんが、支援
に不満は感じていません。
・苦手だったことが少しずつ出来るようになったり、集中力が身につ
いたりして、成長を感じられる場面が増えたのでとても嬉しく思いま
す。

ありがとうございます。
保護者のみなさんにも、子ども達にも、
安心してご利用いただき、更にご満足いただけます
ように、今後も尽力してまいります。
専門性に関するご意見をいただきました点は、事業
所内だけでなく会社全体として、研修等の実施や専
門職員との交流を行うことで向上に向け尽力してま
いります。
イベントに関しましては、通常支援への振り替えを行
うことが可能です。ご希望をおきかせいただければ、
対応させていただきます。

これからもみなさんの声に耳を傾け、真摯に対応す
ることで、お応えできる様努めて参ります。
引き続き、ご指導ご鞭撻賜りたく、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。



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

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

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。

ハビー大和教室職員一同
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