
       令和 3 年度保護者アンケート結果                            

児童発達支援センターつながる 

 

アンケート配布人数：38 名 

返却数： 22 名  回収率 57.8 ％ 

 

1.施設の環境や整備について 

御意見・御感想 返答 

・学習スペースとリズム体操をする

スペースがきちんと分かれていて良

いと思います。 

ありがとうございます。今後も活動に応じて、

環境の整備を行っていきます。 

・以前、他の児童から手をかまれた

りしたので、活動中は距離をとって

欲しいと思います。 

ご意見ありがとうございます。ご心配をおかけ

して申し訳ございません。職員全員が全体を把

握し、支援に努めて参ります。 

・のびのびと身体を動かしたり、活

動できていると感じています。 

・施設内は清潔で子ども達も充分に

活動できるスペースがあると思いま

す。 

ありがとうございます。今後も活動に応じてス

ペースを確保していきます。 

・コロナが終息し、また体育館を利

用できる日がくるといいなと思いま

した。 

ありがとうございます。コロナの感染状況をみ

ながら、以前行っていた活動も取り入れていけ

たらと思っております。 

・毎朝、職員の方が一生懸命掃除を

している姿を見ているので、施設内

はとてもキレイだと思います。 

・トイレがキレイです。 

ありがとうございます。引き続き感染症予防の

為、こまめに掃除を行っていきます。 

・スペースを上手に活用して活動が

できていると思います。朝方、大勢

の皆さんで雪かきして頂きありがた

く思っております。 

ありがとうございます。駐車スペースが狭い

為、安全に駐車して頂けるよう引き続き、職員

一同で頑張ります。 

・見学した際は少し狭いかな？と感

じました。 

ご意見ありがとうございます。活動に応じてス

ペースの確保をしていきます。 



 

2.療育支援について 

①身辺自立 

御意見・御感想 返答 

・排泄など確実に身についてきてい

るので毎日、支援して頂きありがと

うございます。 

 

・排泄や身だしなみができるように

なって良かったです。 

 

・トイレトレーニングのアドバイス

が的確で、家のトレーニングがスム

ーズにできました。 

ありがとうございます。ご家庭でも取り組んで

頂いている為、成長がみられるのではないでし

ょうか。今後も情報共有しながら一緒にお子様

の成長を見守っていきましょう。 

・食事の時間について気になってい

ましたが、声掛けで食べるように促

してもらったり、助かります。家で

も気を付けないとと気付かされまし

た。 

 

・きらいな食べ物も挑戦してくれる

ようになりました。（一口でも食べて

くれるようになった） 

 

ありがとうございます。引き続き、食事の時の

声掛けや、苦手な食べ物を少しずつ克服できる

よう支援を行っていきます。 

・職員の方のフォローもあり、日々

成長できていると感じます。 

 

ありがとうございます。今後も成長した部分を

お伝えできたらと思っております。 

・施設内では裸足で過ごすことや、

自分で靴下、靴を履かせるよう促す

など、とても良いと思います。 

 

ありがとうございます。帰りの際は自分で靴下

と靴を履けるよう練習を行っていきます。 

 

 

 

 



 

②集団適応 

御意見・御感想 返答 

・座り込んでしまったりする事もあ

りますが、その都度声がけをしても

らい集団にもどる事ができるので、

今後もその状況に合った支援をお願

いします。 

 

・手をつなぐお友達を変えたり、色

んなパターンを試し、対応して下さ

りありがたいです。 

 

ありがとうございます。集団適応できるよう、

お子様に合った支援を職員で検討していきま

す。 

・歩行訓練のおかげで体力がつきま

した。 

 

・歩行訓練が楽しいみたいです。通

い始めてから家で散歩の時、左右の

確認を教えてくれます。楽しく学べ

ているんだなと思いました。 

 

日頃から歩行訓練へのご理解とご協力を頂きあ

りがとうございます。天候をみながら引き続き

歩行訓練に取り組んでいきます。 

・連絡ノートで歩行やリズム体操の

様子を記入して頂いているのでわか

りやすくていいです。 

 

ありがとうございます。引き続き連絡ノートで

活動の様子や面談の際に活動の様子をお伝え出

来たらと思います。 

・友だち同士の交流も多めにやって

欲しいです。 

 

ご意見ありがとうございます。ルール遊びを通

して友だちとの関りを増やしていけたらと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③学習支援 

御意見・御感想 返答 

・公文はこれからも続けて欲しいで

す。どの辺まで進んでいるか、でき

ているかたまに教えて欲しいです。 

 

・家庭でできる訓練など教えていた

だけると嬉しいです。 

 

・個別課題など日々の取り組みの様

子はあまりノートからは伝わってこ

ない印象です。 

 

ご意見ありがとうございます。公文

の様子は個別面談の際にまとめてお

話しさせて頂いております。いつで

も職員に声をかけて頂ければ最近の

取り組みについてお話しさせて頂き

ますので、何なりとお申し付けくだ

さい。 

・知育的活動も本人の自信につなが

るのでありがたいです 

 

・線結びや英語を楽しく取り組んで

いるようで、成長を感じます。好き

な事をのばしてあげたいです。 

 

ありがとうございます。『できたね』

のステップを大切に取り組んでおり

ます。小さなステップでも自信に繋

げていけるよう引き続き支援させて

頂きます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.保護者への説明について 

御意見・御感想 返答 

・いつもしっかり説明、丁寧な対

応、心強いです。ありがとうござい

ます。 

・日頃から子どもと保護者との意思

疎通、情報伝達の配慮がされていま

す。 

・目標設定やその目標が達成された

か丁寧に説明を受けました。 

ありがとうございます。引き続き、

ご家族様に安心してお子様を預けて

頂けるよう職員一同、丁寧に対応さ

せて頂きます。 

・本人からは何をしたのかなかなか

聞き出すことができない為、療育ス

ケジュールや「今日は○○をしまし

た。」と説明があると「○○した

の？」と聞く事もできるのでありが

たいです。 

ご意見ありがとうございます。活動

の内容がわかるよう職員で検討し進

めて参ります。 

・以前はお迎えの際、子どもの様子

を説明してもらえたのですが、今は

「今日も頑張りました。」だけの日々

が多く感じます。利用する子も増

え、お迎えの待ち時間も長いのであ

えてそうしているのですか？ 

・コロナ対策で仕方ないのですが、

お迎えの際、玄関先で子どもを待つ

為、職員の方との話（子どもの様子

など）が中々しづらいです。 

ご意見ありがとうございます。感染

症予防や駐車場の関係上、お話しす

る機会が少なく申し訳ございませ

ん。事前に連絡頂ければ、送迎の前

後でお話しさせて頂く時間を設けま

すのでお気軽にお申し出ください。 

・毎度、相談やお願いしたい時には

きちんと回答も頂いており、大変安

心しております。時々、連絡帳への

返事がない時は『あれ？』と思いま

すが、職員さんの手間や忙しさの方

を心配してしまいます。どうぞご負

担が大きくなり過ぎないよう調整し

てくださいませ。（返事は頂いており

ます） 

ありがとうございます。返事が遅れ

てしまい申し訳ありません。返事が

遅れる時はお知らせするよう職員で

徹底して参ります。 



 

4.非常時の対応について 

御意見・御感想 返答 

・訓練の日時や様子がわからないで

す。 

ご意見ありがとうございます。避難

訓練はつながる療育支援センター全

体で月に１回実施しております。今

後、どのように保護者の方にお知ら

せしていくか職員で話し合っていき

ます。 

・しっかり感染対策していただいて

いるようでありがたいです。 

・作今のオミクロン株の感染が強い

事を聞くと心配ではありますが、し

っかり対策されているのを良く思っ

ています。家庭でも手洗いの習慣が

ついており反復してくれています。 

・手洗い・うがい・消毒がよくされ

ていると思いました。 

ありがとうございます。引き続き、

施設内の掃除、消毒、手洗い(手指消

毒)、検温等の感染症対策を徹底して

参ります。 

 

・保護者が外で待つスタイルは感染

症対策としては良いのかなと思いま

す。 

ご理解とご協力頂きありがとうござ

います。 

・防犯についてチャイムを押してか

ら入るので、その点で安心していま

す。 

・定期的に避難訓練もあり、パニッ

クになる我が子も日常から訓練でき

て安心しています。子どもが届かな

い場所にドアのカギがあるので安心

です。 

ありがとうございます。お子様の安

全を第一に職員一同、気を引き締め

て支援を行って参ります。 

・保護者健康チェック表が帰りの時

に渡される時と渡されない時があり

ます。渡されない場合、バックの中

に入っていて、そのまま帰ってしま

う時があります。 

 

ご意見ありがとうございます。帰り

の際、漏れがないよう保護者健康チ

ェック表の記入を徹底して参りま

す。 



 

5.満足度について 

御意見・御感想 返答 

・本人、家族に寄り添った支援をし

てもらっていると感じます。施設の

方針に合わせて欲しいという事はな

く、いつもこちらの意見などに丁寧

に対応してもらえています。 

 

・今は時々しか利用がないのです

が、スケジュールで何をするかが分

かりやすくていいです。 

 

・困った時、すぐ対応頂けて助かっ

ています。本当にありがとうござい

ます。 

 

・いつも丁寧にご指導いただきあり

がとうございます。今後も情報共有

しながら活動して頂けると助かりま

す。 

 

・挨拶や靴を並べる、片付けるなど

基本的な事がしっかり根付いており

「礼儀正しい」と実家の父母に褒め

られた事があります。支援のおかげ

だと思っており、大変満足しており

ます。今後も宜しくお願いします。 

・公文を利用する事で力がついてき

ているように感じます。言葉のやり

とりも増えてきました。 

 

・子どもが通わせて頂いてからでき

なかった事ができるようになって本

当に感謝しています。 

 

たくさんの嬉しいお言葉を頂きあり

がとうございます。ご家族様、お子

様に満足して頂けるようこれからも

日々、連携をとり支援を行っていき

ます。何かありましたら、いつでも

お声掛けください。 



・子ども自身が楽しく生き生きと通

っているので本当に感謝していま

す。これからもご指導宜しくお願い

致します。 

 

・子どもの様子をたくさん教えて頂

きありがとうございます。 

 

・施設の先生が優しく、丁寧に接し

て頂いているので預ける親として非

常に安心しています。 

 

・職員が子どもにも優しく正しい態

度で保護者にも親切でありがたいで

す。 

 

・雪が多い日の除雪、しっかりお願

いします。 

 

ご意見ありがとうございます。職員

で当番を決め、除雪を行っておりま

す。ご迷惑おかけし申し訳ございま

せん。 

・仕事をしている為、最大利用時間

が 8：00～18：00というのは大変あ

りがたいです。 

ありがとうございます。送迎の際は

どうぞお気を付けていらしてくださ

い。 

・駐車スペースをもう少し増やして

欲しいです。 

 

ご意見ありがとうございます。療育

支援センター前の駐車場の他にもお

客様駐車場をご用意しておりますの

で、そちらもご利用ください。 

 


