
公表：    2022年  9⽉  6⽇

事業所名：ハビー相模⼤野教室

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 56 3

・本⼈が集中するのにも⼗分なスペース
だと思います（広すぎず）
・⼦どもが安全に活動するのに適切なス
ペースだと思います
・建物の構造上仕⽅ないのですが、部屋
がもう少しだけ広いと良いなと感じまし

机や教具の配置等を⼯夫することで、適
切な空間で適切な⽀援ができるよう配慮
致します。

2 職員の配置数や専⾨性は適切であるか 55 1 2

・専⾨性の⾼い先⽣⽅が多いと思う
・⼼理⼠や⾔語聴覚⼠等の⽅にも⾒てい
ただけると嬉しいです
・OTを中⼼に経験があり、教育分野も含
めた児童指導員がいてすごいと思います
・⼤変満⾜しているのですが、⾔語聴覚
⼠さんもいると嬉しいです

ありがとうございます。今後も専⾨職と
の勉強会を継続し、専⾨性の⾼い療育を
⾏えるよう努めます。

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

51 6 2

・成⻑に合わせて椅⼦を変えていただい
て本⼈が座りやすくなり、集中すること
ができました。
・ドアが低いのが気になりますが、指は
さみストッパーがあるなど⼯夫している
と思います
・⼊⼝スペースがもう少し広いと靴が履
きやすいかなと感じました
・（部屋の名前に）果物を取り⼊れてい
るのはとても良いと思う。できたら、今
⽇は○○先⽣でどこの部屋か⼦どもたち
の名前はイニシャル等で良いので待って
いる間確認できるよう⽰してほしい

ご意⾒ありがとうございます。
⼊⼝のスペースをより有効に活⽤し、靴
の着脱等がしやすい環境を設定します。

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 1

・清潔感がある
・いつもキレイに清掃が⾏き届いてい
て、快適に過ごせます
・トイレが教室内にないのでそこが少し
残念です

教室内にお⼿洗いがないことでご不便を
おかけし申し訳ありません。
教室内の美化においては今後も徹底し、
感染症対策にも継続して取り組んでまい
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

59

・その時期に合わせた⽀援をしていただ
いていると思います
・こちらの意⾒もよく取り⼊れて計画を
作成してくださっています

ありがとうございます。
ひとり⼀⼈に寄り添った⽀援を⾏う事が
できるよう、努めて参ります。

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

55 1 3

・とても具体的で、評価なども明確にさ
れており、分かりやすく設定されている
・幼稚園と連携を取っていただいて、親
と幼稚園の要望を⼊れて作成してくれて
助かりました。

ありがとうございます。
今後も関係機関との連携を図り、質の⾼
い療育が⾏えるよう努めます。

7 児童発達⽀援計画に沿った⽀援が⾏われているか 58 1
・⽬標が少しずつ達成できるようになり
幼稚園でも過ごせるようになりました。

ご家族のご協⼒、またお⼦さまの頑張りによ
り⽬標の達成となっております。
ありがとうございます。

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

55 3 1

・運動⾯、学習⾯等、⾊々取り⼊れて⼯
夫されていると思います
・いろんなジャンルの物が含まれて⼯夫
されている
・⼀時、担当してくれる先⽣のかたより
を感じた
・毎回違うことに重点をおいてプログラ
ムをしてくれている
・毎回いろんな取り組みをしてくださる
ので本⼈も飽きずに取り組めています
・毎回様々なカリキュラムを取り⼊れて
くれるので助かる

職員の出勤状況等も含め、担当に偏りの
ないよう配慮いたします。

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

30 10 8 11

・必要性を感じない
・現在は⾏われていない
・定期的に園の様⼦等を⾒ていただき、
アドバイスがあれば教えていただきたい
です
・交流を幼稚園ととっているという話を

コロナ禍でできることを模索して参りま
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

53 2 4
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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）： 61 回収数： 59  割合： 96.7 ％
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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

53 2 4

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

35 9 5 10

・相談に対し、1つ1つ丁寧に助⾔して頂
き、家でも取り組めるような⽀援が⾏わ
れていると思います
・いつでも相談にのっていただき、すご
く気持ちが楽になっている
・知らず知らずの間に良くない対応をし
ているかもしれないので、声のかけ⽅等
教えていただけると助かります
・終わった後に必ず聞いてくれるので助
かります
・Youtube歓談はすごく助かっています
・時による
・いつも助⾔はいただいていますが、ペ
アレントトレーニングのような勉強会は
ありません（が、いつもの助⾔で解決し
ています）

今後もご家族と⼀体となって⽀援できる
よう努めます。
また、家族⽀援（ペアレントトレーニン
グ）を今後開催する準備をしておりま
す。今しばらくお待ちください。

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

58 1

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
48 9 2

・⼦どもに対する⾔葉かけなどのアドバ
イスは⼤変役に⽴っている
・フィードバックの時間だけでは⾜りな
い時があるので、別に時間を設けていた
だく等していただけると助かります
・時による
・悩んでいることがあると親⾝になって
聞いてくださるので、⼤変助かっていま
す
・育児へのアドバイス、その⼦に合った
接し⽅のコツなど教えてもらえると助か
る

フィードバックとは別に個別⾯談も積極
的に実施しております。指導員から積極
的にお声をかけさせていただきますの
で、どんなことでもお話いただけると幸
いです。

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

13 13 21 12

・必要性を感じない
・他の保護者との交流は基本ないです
・オンラインZOOMでもあると良いかも
しれません

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

47 5 1 6
・ニーズに応じてすぐにセラピストに
⼊ってもらえるなど助かっています

ご意⾒ありがとうございます。
今後の課題として、共有させて頂きま
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

51 6 2

・フィードバックの際、時間がないため
か「⼀⾔どうぞ」と⾔われてしまい、伝
えたかったことがすべて伝えられなかっ
た。同じ⽅で2回ありました

保護者様のお気持ちを汲めず、申し訳あ
りませんでした。フィードバックでのお
伺いも含め、保護者様が相談できる環境
を作ってまいります。

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

33 11 4 11

・⾏事があると事前に声をかけてくれる
ので参加しやすいです
・ホームページ等からは特に⾏事等は把
握できないです

⾏事は教室からの発信が多かったため、
今後はホームページのブログからの案内
も視野に⼊れ、分かりやすい告知⽅法を
検討してまいります。

19 個⼈情報の取扱いに⼗分注意されているか 50 3 5

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

40 7 1 11

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
34 5 1 18
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22 ⼦どもは通所を楽しみにしているか 55 3 1

・ハビーの⽇だと分かると、⾃分から準備をしてく
れます（早くハビーに⾏きたくて）
・2か所通所しているが、こちらの⽅が先⽣とのやり
とりが多く楽しそうにしている
・毎⽇「きょうハビー⾏く？」と聞くくらい⼤好き
です
・今⽇は何して遊ぶのかなと毎回楽しみにしていま
す。⾏きたくないと⾔ったこともありません。園で
も楽しいとお友達に⾃慢しているみたいです。
・習い事の中で⼀番ハビーさんが⼤好きと⾔ってい
ます。楽しいようです。
・沢⼭出来た事を褒めていただいて⾃信につながっ
ていると思います。
・季節のイベントの⼯作が毎回とても楽しいようで
す
・先⽣との交流をとても楽しんでいます
・今⽇はハビー⾏くの？と楽しみにしています！
・多分嫌がってはなく楽しんでいると思うが、過剰
適応が多少あり家にいるときは⾏きたくない！と
⾔っている
・個別集団でどちらも違った楽しさがあるようで、
毎回楽しみに通っています
・毎週ハビーさんに通うのを楽しみにしています。
⺟⼦分離がすんなりできて良かったです。

いつも楽しみに通所いただき、ありがと
うございます。今後も⼦どもたちが楽し
く学べる時間を提供できるよう努めてま
いります。

23 事業所の⽀援に満⾜しているか 58 1

・⼦どもの⽀援とともに、育児に関する親の
悩みも相談に乗って下さり、⼤変感謝してお
ります。
・とても満⾜しています
・先⽣たちが明るくて雰囲気がよく、満⾜し
ています
・可能なら放課後等デイサービスの受け⼊れ
もしてほしいと切に願っています
・教室もキレイで明るく、先⽣⽅も親しみや
すいです。前回の相談の内容がしっかり引継
ぎされており、どの先⽣に指導していただい
ても安⼼感があります。ありがとうございま
す。
・みなさんとても親切に対応してくれるので
とても助かっています

いつもありがとうございます。
個別相談やイベントにも⼒を⼊れ、保護
者様のご期待に答えられるよう今後も努
めてまいります。
放課後等デイサービスにおいて、近隣の
事業所の案内となり、申し訳ありませ
ん。継続した⽀援ができるよう⼗分に引
継ぎを⾏います。

ハビー相模⼤野教室職員⼀同

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




