
2023年1月公表

ハッピーテラス千駄木第三教室 保護者数 38 回答数 27 割合 71.1%

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

①
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ

れているか
88.9% 7.4% 3.7% 0.0%

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 77.8% 7.4% 7.4% 7.4%

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

66.7% 14.8% 11.1% 7.4%

④

生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環

境となっているか。また、子ども達の活動

に合わせた空間となっているか

96.3% 3.7% 0.0% 0.0%

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

88.9% 7.4% 0.0% 3.7%

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

77.8% 11.1% 3.7% 7.4%

⑦
児童発達支援計画に沿った支援が行われて

いるか
85.2% 14.8% 0.0% 0.0%

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
74.1% 14.8% 7.4% 3.7%

⑨

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

40.7% 11.1% 29.6% 18.5%

⑩
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
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

14.8% 3.7% 14.8% 66.7%

⑬

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合

い、子どもの発達の状況や課題について共

通理解ができているか

81.5% 14.8% 3.7% 0.0%

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
70.4% 18.5% 7.4% 3.7%

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

11.1% 11.1% 25.9% 51.9%

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

63.0% 11.1% 3.7% 22.2%

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
85.2% 11.1% 3.7% 0.0%

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

55.6% 7.4% 7.4% 29.6%

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか 88.9% 7.4% 0.0% 3.7%

・ペアレントレーニングと言う形
での支援は実施しておりません
が、必要に応じてご家庭での接し
方や環境調整についてのお話をさ
せていただいております。

・日々の振り返りの時間以外に、
ご相談・ご心配事等ございました
ら、いつでもお声掛けいただけた
らと思います。別途面談の機会を
設けさせていただきます。

・年中、年長の保護者様を対象と
した「先輩の話」（就学に向けて
の座談会）を毎年実施しておりま
す。

・勉強会についてのご意見ご要望
を沢山いただきました。今年度中
の開催を計画していきたいと思い
ます。

・階段が急なので子供が駆け出し
て行くと危ないなと思う時があり
ます。
・部屋が間仕切りのみなので、療
育中に他の子の声がうるさい時が
ある。
・とても綺麗にされていると思い
ます。

・療育に取り入れてほしいこと等
の意見を伝えると、すぐに対応し
てくれるので良い
・よく気にかけてみて頂き、有り
難いです。
・子どもの話をよく聞き、次に進
めてくれるのでありがたいです。

・送り出す時に、保護者の方と一
緒に帰るよう声掛けを行い、飛び
出ししないようにしていきます。

・完全な遮断が難しい構造上の問
題がありますが、適度な声の大き
さでやりとりをすることを意識し
ていきます。

・プログラムが共通のものか、そ
の子の課題に応じて設定されたも
のなのかが分からない。

・毎週全く同じにならないような
プログラムを組んでくれている

・一人一人のお子様の課題や状態
に合った内容のプログラムを構成
しています。その日のコンディ
ションで予定をしていた内容を変
更したり、取り組みの状況によっ
ては継続的な課題として数回にわ
たり取り組むこと等もあります。

・現在、保育所や認定こども園、
幼稚園等との交流等は実施してお
りません。児童発達支援ガイドラ
インに示されている「児童発達支
援の提供すべき支援」の「地域支
援」をどのような形で取り組んで
いくか検討していきます。

児童発達支援　保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）
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ご意見を踏まえた対応

環

境

・

体

制

整

備

保

護

者

へ

の

説

明

等

ご意見

適

切

な

支

援

の

提

供

・ご配慮いただいているのかもし
れませんが、保護者へ積極的なア
ドバイスは行われていないため少
し物足りない気も。

・授業後に必ず振り返りがあり、
定期的な面談もあり、説明機会は
十分ある



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
ご意見を踏まえた対応ご意見

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

77.8% 18.5% 0.0% 3.7%

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
14.8% 11.1% 11.1% 63.0%

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか 74.1% 22.2% 0.0% 3.7%

㉓ 事業所の支援に満足しているか 85.2% 14.8% 0.0% 0.0%

・毎回FBがあり出来たことの報告
があるため「こんなことも出来た
のか」と新しい発見があり、母子
共に自信になります。また「出来
なかったこと」は把握しておいて
くれ次週の内容のなかに取り入れ
てくれたり、好きなキャラクター
で準備しておいて下さるので本人
も嬉しそうです。また待機場所が
マジックミラーになっているのも
とても好感が持てます。心の余裕
を持って我が子の(「親がいない
ときの姿」)様子を観察できるた
め親のメンタル面にも配慮されて
るなと感じます。
・子供が通所を楽しみにしている
かは、その日の気分によるところ
もあるのでわからない。
・とても満足しています。
・療育教室中にずっと付き添わな
くてもよいのが大変有り難いで
す。
・子どもは楽しみに来ています。
・先生方は、保護者の話もよく聞
いて下さり、相談しやすいです。

・各種マニュアルは、靴箱の上に
ファイリングしたものが置いてあ
ります。いつでも閲覧していただ
くことが可能です。

・いつでもお子様たちが楽しんで
通える場でありたいと思っていま
す。楽しんで通える安心感と満足
感の中で、初めてのことをやって
みる、少し苦手な事にも取り組ん
でみる姿を沢山引き出していきま
す。
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