
3、 実施方法：来所時調査（無記名アンケート方式）

4、 対象者： 45件　（ご登録件数）

保護者アンケートの結果

  10月に実施した「ハッピーテラスご家族アンケート」にご協力いただき、ありがとうございました。
皆さまにご回答いただいたアンケートの結果と併せて今後の対応をご報告させていただきます。
今回、皆さまから頂いたご回答を真摯に受け止め、より一層のサービスの充実と質の向上に努
めてまいります。今後ともご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

1 、アンケート実施の目的

        教室の運営方法やサービスの提供内容を保護者がどのように感じているかを把握し、
     改善に努め、より安心して利用して頂ける教室運営に活かすことを目的としています。

５、 調査内容：以下、5項目23問
　　　(ア) 環境・体制整備(4)
　　　(イ) 適切な支援の提供(5)
　　　(ウ) 保護者への説明(10)
　　　(エ) 非常時の対応(2)
　　　(オ) 満足度(2)

2、実施期間：平成30年10月12日～10月31日

平成30年11月15日

児童発達支援　ハッピーテラスキッズ柏ルーム

６、 調査結果
　　　対象者数　：45件
　　　回答数　　 ：38件
　　　回答率　　 ：84％
　　＊集計：選択肢は、「はい」「いいえ」「どちらともいえない」「わからない」を集計しています。



（ア）環境・体制整備
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①のこどもの活動等のスペースが十分に確保されているかですが、どちらともいえないが6、いいえが1の回
答でした。「3人だと少し狭いかなと思います」「少々狭い気がする」とご意見も頂きました。児童発達支援事
業の人員・設備・運営基準としては満たしておりますが、参加人数や活動内容によっては狭く感じることがあ
るかもしれません。今後も、都度様子を見て教室のレイアウト等配慮して活動に参加していただけるよう努
めていきます。

　③の「生活空間は、本人に分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、バリアフリー化されているか」は、どちらともいえないが3、わからないが2の結果でした。教
室内は段差などなく、車いすでも対応できるようにはなっていますが、建物入口が2段の階段になっている
為、バリアフリーの配慮に欠けると言えます。支援が必要な際は、職員が介助させていただくなどの対応を
させていただきます。

　②の「職員の配置数や専門性は適切である」は、いいえの回答が2の結果でした。「先生方の持っている
専門の資格を把握していません」「言語聴覚士や男性の職員がいればいいなと思いました」と言うご意見も
頂いております。現在の職員の配置状況としては、利用者10名に対して3名の職員を配置するように努めて
おり、基準を上回る体制です。今後は、職員の質の向上を図ると共に各自の専門知識をサービスに反映す
るよう努めていきます。

児童指導員（非常勤） 岡野　葉子 児童指導員任用資格

皆川　麻衣

児童指導員（非常勤） 鈴木　友理 教員免許（小学校・特別支援）

児童指導員（常勤）

木村　摂子

伊原　希

作業療法士横田　早紀

　④の「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」は、はいが38の結果でした。今後も、子ども達に合わせた活動空間を作り、落ち着いて
活動に参加していただけるよう、また、保護者方にも落ち着いて過ごしていただけるような環境づくりに努め
ます。

児童指導員（常勤） 東　麻由子

※H30.11.15現在

児童指導員（常勤）

指導員（非常勤） 井上　依子 教員免許（音楽）
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（イ） 適切な支援提供
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　⑤の「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」は、わからないが1の結果でした。また、⑥の「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」は、わからないが5の結果でした。体験時にお聞きしたお子様についての情報や、ご来所時に
誤者様とお話しさせていただいた内容、活動を通してのお子様のご様子などを見させていただき、児童発達
支援計画を作成しております。ご不明な点などがございましたら遠慮なくお声がけ頂ければ幸いです。

　⑦の「児童発達支援計画に沿った支援が行われているか」、⑧の「活動プログラムiiiが固定化しないよう工
夫されているか」には、皆さんから「はい」の回答を頂きました。ありがとうございます。今後も、児童発達支
援計画に沿っており、お子様に楽しみながら学んでもらえるようなトレーニングを考案し、実施します。

⑦児童発達支援計画に沿っ
た支援が行われているか⑥児童発達支援計画には、
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　⑨の「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」は、い
いえの回答が10、どちらともいえないが7、わからないが11の結果でした。「積極的には行っていないと感じ
ます」とのご意見も頂いております。幼稚園等の時間であったり、当事業所の時間割の関係もあり、職員が
お子様の様子を見させていただくために幼稚園や保育園の訪問をすることはありますが、イベント等計画的
な交流や活動等は今現在は積極的には行っておりません。今後、検討していきます。
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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⑩運営規程、利用者負担等
について丁寧な説明がなさ

⑲個人情報の取扱いに十分
注意されているか

⑱定期的に会報やホーム
ページ等で、活動概要や行⑰子どもや保護者との意思
の疎通や情報伝達のための
⑯子どもや保護者からの相
談や申入れにつて、対応の⑮父母の会の活動の支援
や、保護者会等の開催等に⑭定期的に、保護者に対し
て面談や、育児に関する助

⑫保護者に対して家族支援
プログラム（ペアレ ント・ト

⑩の「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」に関しては、どちらともいえないが1の結
果でした。「利用代金支払いの説明が最初からあるとよかったです」とのご意見を頂きました。利用前のご
契約時に、利用者負担については別紙を用いて説明をさせていただいており、複写を契約書等と一緒にお
渡しさせていただいております。また、運営規定に関しましては、教室内に掲示させていただいております。
⑪の「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」に関しては、どちらとも
いえないが1、わからないが1と言う結果になりました。「ここにくる子はしゃがむのが苦手と決めているような
ところが少し気になりました」とのご意見も頂きました。不適切な表現によるお伝えがないよう今後十分配慮
して参ります。

次のページに続きます。

⑬日頃から子どもの状況を
保護者と伝え合い、 子ども
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⑬の「日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、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」につきましては、今後もより良い療育の提供に努めます。

⑫の「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」について、どち
らともいえないが4、いいえが3、わからないが7の結果でした。「悩みをしっかり聞いて頂け、具体的な分かり
やすいアドバイスをいただいています」とのご意見も頂いています。また、⑭の「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」については、どちらともいえないが5、わからない
が3の結果でした。「論理的に説明してくれるので納得できます」「いつも話を聞いて下さるのでとてもありが
たいです」とのご意見も頂きました。学年の小さいお子様に対してのペアレントトレーニングコース等を行っ
ておりますが、学年が上の方もお気軽にご相談ください。また、保護者面談を定期的に行っており、その際
にお子様のご様子などのご相談をさせていただいております。面談の期間ではなくても、活動のフィードバッ
クの時間であったり、お声がけいただけましたら対応させていただきます。

 ⑮の「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」
は、どちらともいえないが7、いいえが6、わからないが17の結果でした。「定期的に開催してもらっても良いと
思います」「支援級に言った方のお話が聞けて良かった、他の方ともいろいろ意見交換ができるイベント？
があるといいと思う」と言うご意見も頂いております。これについては、年長さんについては、昨年度の卒業
生のお母様をお呼びし、進学についての相談会を実施していおります。年中、年少さんに関してはまだ行え
ていないのが現状です。今後検討し、保護者間の集まりの場などを企画していきます。

⑲の 「個人情報の取扱いに十分注意されているか」に関しては、どちらともいえないが1、分からないが1の
結果でした。個人の情報などは、鍵付きの書庫に収納しております、また、職員のPCについても、鍵付きの
書庫に収納しております。お気づきの点等ございましたら、お気軽にお声がけください。

⑯の「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」に関しては、どちらとも
いえないが2、わからないが5の結果でした。また、⑰の「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 」に関しては、どちらともいえないが1、分からないが2の結果でした。相談や申
し入れにつきましては、保護者とお話しできる日時につきまして迅速に対応して調整をさせて頂いておりま
す。また、受け入れをした職員から担当、又管理者に報告の後、職員で共有して今後の対応策などを考え
ていきます。情報の伝達や意思の疎通に付きましても、より良い対応が出来るよう、配慮させて頂いており
ますが、お気づきのことなどありましたら、お声掛けいただけたらと思います。

⑱の「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 」に関しては、どちらともいえないが7、わからない
が23の結果でした。「HPの内容が少し異なっていたり、少し古い情報があるように思います」とのご意見も頂
いております。今現在、イベント等のお知らせにつきましては、個人ファイルの方に挟ませていただいての周
知となっております。HPの更新があまりされていないとのご指摘も頂いておりますので、今後HPの更新も積
極的に行っていきます。
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　⑲の「子どもは通所を楽しみにしているか」は、どちらともいえないが3の結果でした。「子供が楽
しめるのが一番です」とのご意見も頂いております。⑳の「事業所の支援に満足しているか」は、
皆様からはいの回答を頂きました。「良い先生ばかりで満足しています」「他療育施設よりも最も
優れている対応の仕方＆先生方＆療育内容です。就学しても通所できるとよいのですが…」とい
うご意見も頂いております。今後も子ども達に楽しく通ってもらえるよう、また、保護者とも情報共
有してより良い療育をしていけるよう、職員一同努めていきます。

お忙しい中、アンケートへのご回答とたくさんのご意見を頂き、ありがとうございました。今後も、
保護者の皆様とお子様に満足していただける教室にしていけたらと思っております。ご意見、ご
要望等ございましたら、都度ご連絡いただければ幸いです。今後とも、ハッピーテラスキッズ柏
ルームをよろしくお願いいたします。
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いるか

⑳緊急時対応マニュアル、
防犯マニュアル、感染症対

　⑰の「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を策定し、保護者に周知・説明さ
れているか」は、どちらともいえないが5、分からないが6の結果でした。これについては、利用している子ど
も達だけでなく、保護者にも適切に情報提供するよう努めます。そのため、今後保護者にも確認をしていた
だけるよう、教室に各マニュアルを印刷して提示いたします。提示次第、保護者に通達させて頂きます。

　⑱の「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」は、どちらと
もいえないが2、いいえが3、わからないが14の結果でした。「訓練はしたことがないが、非常時などの対応
方法について説明はありました」とのご意見も頂いております。ハッピーテラス各教室では、防火管理責任
者を設置し、年2回の避難訓練を行っています。前回は、トレーニングの中で災害時の対応について行いま
した。また、今後は近隣消防署と連絡をとり、消防署の見学や、緊急時の対応についておしえていただける
ようなイベントなども行っていければと思っています。

㉒子どもは通所を楽しみにし
ているか
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