
児童発達支援（ほっぷ） 保護者アンケート結果                             作成日：平成 30 年 3 月 26 日 

 実施期間 平成 30 年 1 月 4 日 ～ 平成 30 年 2 月 3 日 

回収率  67.3％  33 名／49 名   有効回答率  61.2％ 30 名／49 名（3 名記載漏れ） 

ご意見 対応 

項目 1～3について 

・送り迎えで混んでいると玄関が

狭い。 

・とても清潔だと感じました 

・布団カバーの衛生面が心配。 

・狭い。 

項目 4～5について 

・全土日＋隔週の日曜などを交代

などで営業して頂けるとうれし

い。 

・17：30くらいに伸ばしてほしい 

・１８：００まで伸ばして欲しい。 

・9：00からの利用開始悪くはな

いですが、8：00からだともっと

適切なのかなと思った。 

・ほっぷの時間をもう少し長くし

てほしい。2時か 3時まで。 

項目 6～8について 

・足りないと感じます。 

・送迎で混んでいるときなどは、

待ちがあったりするので、その時

は手薄。 

・それぞれともっと話せる機会

が多いとうれしい。 

項目 1~3 について 

玄関の狭さに関しては、ご不便

をおかけして大変申し訳あり

ません。今後、新規の建物を建

設予定であるので、その際には

十分に検討していきたいと思

います。 

布団カバーに関しては、定期的

に洗濯していますが、主におむ

つ交換に使う布団は防水仕様

のマットレスにしていきたい

と考えています。 

項目 4~5 について 

利用曜日の拡大や利用時間の

延長に関しては、新規事業の際

の運営形態も含めて検討して

いきたいと思っています。 

項目 6~8 について 

お迎えの時間が重なった際等、

お待たせしてしまうことがあ

り、大変申し訳ありません。人

員配置、スタッフそれぞれの役

割などを検討していきます。ま

た、お話しする時間、相談の機

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

１．施設は入りやすい雰囲気であると思

いますか

２．衛生面・安全面の管理は十分になさ

れていると思いますか

３．お子様が活動するのに十分な環境だ

と思いますか

４．現在、施設の営業日は平日、奇数週

の土曜日ですが、適切だと思いますか

５．現在の利用時間（９：００～１７：

００）は、適切だと思いますか

６．スタッフの配置数は十分だと思いま

すか

７．ＯＴ・ＳＴ・心理士・児童指導員・

保育士がいますが、お子様とかかわる職

種として十分だと思いますか

８．事業所の設備等は、在宅での生活に

近い環境で普段の練習の場になっている

と思いますか

環境・体制整備について（保護者 児童）

はい

（適切である）

どちらともいえない いいえ

（適切でない）

なし



・家に居るような感じなので、

緊張することなく過ごしている

ように見える。 

会を設定できますのでいつで

もお声がけ頂ければと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご意見 対応 

項目 9 について 

・客観的というには第三者の意見

は少なく、家庭が主体となってい

ると思う。 

・大変よく見てくれているのだな

と実感しました。 

項目 10～14 について 

・もう少し外遊びを増やしてほし

い。 

・通ってみて少しずつ良い方向に

向かっていると思います。 

・参観を見ても、とても工夫され

て考えてくれているのだと思う。 

項目 15 について 

・そこを知る機会がもっと欲しい

です。 

・それぞれの職で、子どもを多面

的に見てもらってサポートしても

らって安心できる。 

 

項目 16 について 

・子供によって違うと思いますが、

3 か月位の方が良いのでは。 

 

 

項目 17 について 

・幼稚園の友人との遊びの方が楽

 

 

 

 

 

 

項目 10~14 について 

活動の目的を明確にしながら、

日々積み重ねていく活動、手先

を使った作業系の活動、身体を

使った運動系の活動、季節を感

じながら外で行う活動などを

組み合わせていきたいと思い

ます。 

項目 15 について 

それぞれの職種を活かした関

わり、ご家族への伝え方等を今

後も継続して検討しながらよ

り質の高い支援を目指してい

きたいと思います。 

項目 16 について 

利用を始めたばかり等のお子

さんの状況によっては、必要に

応じて実施できればと考えて

います。 

項目 17 について 

お子さんの楽しめる場所があ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

９．お子様とご家族のニーズや課題が客観

的に分析された上で、支援計画が作成され

ていますか

10．作成した目標に向けた支援がなされて

いると思いますか

11．一人一人の個性に合わせた支援がなさ

れていると思いますか

12．地域に出かけたり、当事業所以外の人

たちとの交流を積極的に持っていると思い

ますか

13．ねらいを持った活動を行っています。

個々の課題の改善やスキルを伸ばすことに

つながっていると思いますか

14．活動のプログラムは工夫されており、

適切だと思いますか

15．ＯＴ・ＳＴ・心理士・児童指導員・保

育士がいますが、それぞれの職種の特性が

支援に活かされていると思いますか

16．支援計画の見直しを、半年ごとに面接

を実施して行っています。半年という頻度

は適切だと思いますか

17．お子様は、楽しんで施設に通われてい

ますか

適切な支援の提供・満足度について（保護者 児童）

はい

（適切である）

どちらともいえない いいえ

（適切でない）

なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しいと言っている。 

・期間が開いても自分から扉を開

けていこうとしている様子をみて

こちらもうれしくなる。 

・毎回とても楽しみにしている。 

ることが良いことと思います。

ふらっぷが、お子さんやご家族

にとって楽しみとなる場所の

ひとつになるよう、努力してい

きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見 対応 

項目 18～20 について 

・ふらっぷと相談支援員さんと

こちらの間での情報交換が十分

ではない。 

・個別相談では、話をよくきい

てもらい相談できている。 

 

 

項目 21 について 

・何をしたかは説明されるが、

そのねらいや目的は「こうなん

だろう」と自分が考え思うのみ

である。 

項目 23 について 

・ケガをしていないので。それ

だけ安全性が高いのだと思う。 

・どんな小さいことでも、しっ

かり報告があり、とても安心し

ている。 

 

項目 18~21 について 

ご家族や相談支援専門員等の

関係部署との情報共有が大事

であることを意識して、きち

んと連携を図り、統一した支

援につなげていきたいと思い

ます。 

 

項目 21 について 

スタッフ間で活動の目的の説

明が不十分で合ったことを再

確認しました。活動内容の目

的や関わりのねらいなどを含

めて、お伝えしていきたいと

思います。また、それぞれの

活動の目的を視覚的に提示し

ていく準備を行っています。 

 

項目 23 について 

怪我のないように関わること

が一番ですが、何らかの怪我

等があった場合には、事実を

できるだけ明確に伝えるよう

にしています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

18．利用の際に、施設の概要、方針、支援

内容等について丁寧な説明がなされました

か

19．日頃からお子様の状況をご家族と伝え

合い、お子様の発達の状況や課題について

共有できていますか

20．ご家族からの子育ての悩み等に対する

相談に適切に応じ、必要な助言と支援を

行っていますか

21．日ごろの活動のねらいや目的が説明さ

れていますか

22．勉強会や保護者会などご家族同士の交

流の機会があると思いますか

23．お子様が活動中にけがなどをしてし

まった場合の状況説明とけがへの処置が適

切にされていると思いますか

24．お子様・ご家族からの苦情について、

対応の体制を整備し、利用者に周知・説明

し、苦情があった場合に迅速かつ適切に…

25．定期的に会報やホームページ等で、活

動概要や行事予定等の情報をお子様やご家

族に公開していると思いますか

26．個人情報に十分に注意していると思い

ますか

ご家族への説明等（保護者 児童）

はい

（適切である）

どちらともいえない いいえ

（適切でない）

なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見 対応 

・行っているかわからないです。 非常時の項目ごとにマニ

ュアルの作成を行ってい

ますが、公表はしていなか

ったため、今後、保護者の

皆様にも提示していきた

いと思います。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

27．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、対応

の方法がご家族に周知・説明されていると

思いますか

28．非常災害の発生に備え、定期的に必要

な訓練が行われていると思いますか

29．お子様が、緊急に配慮を要する状態

（アレルギーや発作など）となった場合の

対応をスタッフと共通理解できていると思

いますか

非常時等の対応（保護者 児童）

はい

（適切である）

どちらともいえない いいえ

（適切でない）

なし



 

 

ご意見 対応 

項目 30、31 について 

・送迎時はいつもお忙しい様子で

なかなかお話ができる状況ではな

いので、定期的に相談の時間を設

けてもらえたら有難い。 

・個人差があった。良い方との差

もあるように思えた 

・忙しそうであった。誰に声をか

けるか迷うときもあった。 

 

項目 30、31 について 

声をかけにくいと感じさ

せてしまう対応や状況で

あったこと、大変申し訳

ありませんでした。スタ

ッフ全体の接遇に対する

意識の向上と送迎時の人

員配置などを検討し、改

善していきたいと思いま

す。また、相談の時間を

設けることができますの

でお声がけ頂ければと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

30．スタッフはご家族からの質問に対して

親身になり、責任をもって対応している…

31．スタッフに対し、普段から気軽に相談

できる雰囲気になっていますか

32．スタッフの言葉遣いは適切ですか

33．スタッフの身だしなみは清潔感があり

ますか

34．スタッフの電話対応は丁寧にできてい

ますか

接遇について（保護者 児童）

はい

（適切である）

どちらともいえない いいえ

（適切でない）

なし



 

 

ご意見 対応 

①おたより等もう少し多いといいなと思う。 

②内容（サービス）が充実しているだけに、もっと通わせてあげたい。特に大人ではな

く子どもたち同士だからこそ刺激できるところのために。目標に向けて家庭でもできる

ことなどを、様々な在籍スタッフさんと話したい。家での関わりを向上できたらと思う。

その日ごとにチェック項目を作るのはいかがでしょうか？その日にできた、できなかっ

たを確認する１つの案ですが。（例：一人でトイレにいく×） 

③ふらっぷで学ぶことが多いので、回数を増やしたいが、幼稚園の方を優先したいとい

うこともあり葛藤するところ。 

④活動の様子を写真で撮ったりしていますが、販売をしてほしい。 

⑤専門的な視点でのアドバイス等を希望します。 

⑥明るい雰囲気の中で穏やかなスタッフの方々に見守られてのびのびと活動をしている

様子をみていると安心して任せることができる。 

⑦いつも息子の気持ちに配慮した丁寧なかかわりで、ありがたく思っている。玄関を開

けた瞬間ほっとする雰囲気…息子も同じように感じているんだろうなと思う。幼稚園以

外に楽しく安心して通える場所があること、成長を助けて頂いていることに本当に感謝

している。 

⑧具合が悪いときは瞬時の判断で連絡をいただき、最短で病院に飛び込むこともできた。 

①について 

ふらっぷたよりの発行の回数の検討を行うとともに、実施していることをお

伝えする手段の検討もしていきたいと思います。 

②、③、⑤について 

ふらっぷでできること、ご家庭でできることを明確にしながら連携して発達

支援を実行していきたいと思います。また、その時の支援内容に適した職種

のスタッフとの関わりも持ちながら進めていければと思います。できたこと、

できなかったことに対するチェック項目のご提案を活かしながら、その日に

できたことを伝えていく表現の方法を検討していきたいと思います。 

④について 

個人情報の保護などもありますので、現状では販売は難しいと考えています。

ふらっぷ内に自由に見ることができるアルバムがありますので、ぜひご覧い

ただければと思います。 

⑥、⑦について 

今後もお子さんはもちろん、ご家族も安心して通える場所であるように継続

して努力していきます。 

⑧について 

日頃から、いつもと違う様子を察知できるように、複数のスタッフの目で確

認するようにしています。今後も継続して、状態の把握を行っていきたいと

思います。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

35．配布物（おたよりや行事のご案内等）は

わかりやすく、内容は適切だと思いますか

その他（保護者 児童）

はい

（適切である）

どちらともいえない いいえ

（適切でない）

なし


