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ハッピーテラス尾久教室 ご利用者アンケートの結果 

                                 令和５年１月吉日 

                        放課後等デイサービス ハッピーテラス尾久教室  

 

 先ごろに実施させていただきました「ハッピーテラスご利用者アンケート」にご協力いただき、ありが

とうございました。皆様にご回答いただきまし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、皆様から頂きましたご回答を真摯に受け止め、より一層のサービスの向上に努めて

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。お忙しい中、ご回答本当にあ

りがとうございました。 

・実施期間： 令和４年１１月１０日～１１月３０日 

・対象者：  ４７件  

・回答数：  ２７件 （※項目により、無回答や複数回答あり。） 

 

 

１ お子様の学校 

小学生 中学生 高校生 

２２ ３ ２ 

 

 

２ 施設・教室について  

⑴ 事業所の設備について(安全性や清潔感など) 

良い ふつう 悪い その他 

１２ １４ ０ １ 

ご意見 回答 

・室内がきれいで、とても安心します。 

・最近見ていないのでわかりません。 

 

・いつでもご見学、お待ちしております。 

 

⑵ 子どもの活動スペースが十分に確保されているか 

はい どちらともいえない いいえ 

２１ ６ ０ 

ご意見 回答 

・通常活動には十分と思いますが、身体を動かす活

動の際には少し狭いかな？と思いました。 

・子供にとってはたくさん遊べており、良いスペー

スだと思います。 

・なるべく整理整頓し、スペースを有効活用しなが

らお子様が安心安全に活動できる場所を確保し

ていけるよう心掛けていきます。 

 

⑶ 事業所の設備はバリアフリー化の配慮が適切になされているか (無回答１) 

適切である ふつう 適切ではない その他 

１６ ９ ０ １ 

ご意見 回答 

・最近見ていないのでわかりません。 ・いつでもご見学、お待ちしております。 
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・その他にお気づきの点があれば 

ご意見 回答 

特になし  

 

 

３ スタッフについて 

 ⑴身だしなみや言葉遣い、態度 

良い ふつう 悪い その他 

２２ ４ ０ １ 

ご意見 回答 

・コロナ禍で見学していないのでわかりません。 

・最近見ていないのでわかりません。 

・とても親切で、良い先生が多いです。これからも

長く利用していきたいです。 

・いつも親も子も安心できる対応をしてくださっ

て助かっています。 

 

 

・こちらこそ、いつもご理解ご協力いただき、あり

がとうございます。 

 

 ⑵配置人数や専門性 

適切である どちらともいえない 適切ではない 

１９ ８ ０ 

ご意見 回答 

・先生方は大変な日々だと思いますが、一人一人に

向き合ってくださっています。 

 

 

 ・その他にお気づきの点があれば 

ご意見 回答 

特になし  

 

 

４ トレーニングについて 

⑴ 時間割(長さ、開始時間、終了時間など)                      (無回答４) 

適切である ふつう 適切ではない その他 

１４ ８ ０ １ 

ご意見 回答 

・大変な中でも個々に大切な事を教えて下さって

います。 

・夕方の個別開始の時間が遅いので、2コマ目と 3

コマ目を交換した方が良いのでは？ 

 

 

 

 

・３コマ目(個別)をご利用の方は限られてること

や、なるべく２コマ目の集団トレーニングに多く

のお子様に参加していただきたいことなどから、

このような時間割となっていることをご理解い

ただければと思います。今後も時間割について

は、お子さまや各ご家庭のニーズなどに合わせて

様々検討させていただきたいと思います。 
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⑵ 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析されたうえで個別支援計画書が作成されている。                                      

(無回答４) 

はい どちらともいえない いいえ 

１７ ５ １ 

ご意見 回答 

・子どもがしっかり成長していると思えます。  

 

⑶ 活動プログラムが固定化しないよう工夫されている                (無回答４) 

はい どちらともいえない いいえ 

２０ ３ ０ 

ご意見 回答 

特になし  

 

⑷ 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか  (無回答６) 

ある ない その他 

５ １０ ６ 

ご意見 回答 

・認識しておりません。 

・必要無いかと思います。 

・このご時世なので難しいと思いますが、できれば

いいですね。 

・今は特に難しい状況と考えております。今までも 

あまり行えておりませんでしたが、コロナが収 

まった際には、検討していきたいと思います。 

 

 ・その他のお気づきの点があれば 

ご意見 回答 

・毎月色々な活動を工夫されていると思います。  

 

 

５ 保護者への説明等について 

⑴ 支援内容、利用者負担等について丁寧に説明がなされたか (無回答３) 

はい どちらともいえない いいえ 

１ ３ ２ 

ご意見 回答 

特になし  

 

⑵ 日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい子どもの発達状況や課題について (無回答４) 

共通理解ができている どちらともいえない 共通理解ができていない 

１７ ６ ０ 

ご意見 回答 

・どんなことでも傾聴して下さっています。 

・ケンカばかりして帰ってくるので、もう少しアド

バイスなどあるといいです。 

 

 

・大変申し訳ございません。今後はより一層来所時

の様子をお伝えしていくとともに、的確な助言

ができるよう務めて参りますので、職員にお気

軽にお声掛けください。 
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⑶ 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         (無回答３) 

はい どちらともいえない いいえ 

１１ １０ ３ 

ご意見 回答 

特になし  

 

⑷ 父母の会の活動支援や保護者会等の開催等による保護者同士の連携について     (無回答４) 

支援を求める どちらともいえない 支援は必要ない 

１ １３ ８ 

ご意見 回答 

・私自身の時間がなかなかさけません。 

・やはりなかなか難しいと思います。 

・あまり積極的なご意見はお聞きしませんが、今後 

ご要望があった場合には検討させていただきま 

す。 

 

⑸ 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知、説

明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか             (無回答１) 

はい どちらともいえない いいえ 

１５ １０ １ 

ご意見 回答 

・該当する事項がなかった。 

・今まで無いのでわかりません。 

・経験が無いのでわかりません。 

・今後も速やかに対応できるよう心掛けていきま 

す。 

 

⑹ 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      (無回答１) 

はい どちらともいえない いいえ 

２１ ４ １ 

ご意見 回答 

特になし  

 

⑺会報(通信)などで活動概況や予定など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発

信しているか 

はい どちらともいえない いいえ 

２４ ３ ０ 

ご意見 回答 

・(顔にモザイクを入れても良いので)できれば、活

動の様子の写真が見たいです。 

・下記、自由記述欄にて詳しく回答させていただい

ておりますので、そちらをご参照ください。 

 

⑻事業所は個人情報に十分注意しているか                     (無回答１) 

はい どちらともいえない いいえ 

２２ ４ ０ 

ご意見 回答 

・メールアドレスをＦＡＸで連絡するのは危険だ

と思いました。(番号を間違える可能性もあるの

で) 

・考えが至らず大変申し訳ございませんでした。今

後は、そういった細かな部分でも個人情報漏洩

防止を徹底していきたいと思います。 
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 ⑼ハッピーテラス本部で保護者向け勉強会(セミナー)などの企画があった場合について 

参加したい 内容によって参加したい とくに参加希望はしない その他 

５ １７ ５ ０ 

ご意見 回答 

・参加出来ない状態で、すみません。 ・もし開催の予定があった場合には、迅速にお伝え 

致しますので、その際はご検討ください。 

 

 ※どのような内容であれば参加したいと考えますか 

内容 

・発達障害について  

・進学、進路について(就職支援や高校について)×４ 

・教室に通っている子がどう変化していった例があるのか？ 

・教室の活用の具体的な例 

・(自宅での)子供との適切な(効果的な)接し方×３ 

                                                                             

 

 

６ 非常時の対応 

 ⑴緊急時対応、防犯、感染症マニュアルを保護者に周知説明されている 

はい どちらともいえない いいえ 

１５ １０ ２ 

ご意見 回答 

・コロナ禍のご連絡もいただきました。 ・今後も有益な情報は積極的にお伝えできればと 

思います。 

 

 ⑵非常災害に備え定期的に避難訓練など行われている                (無回答２) 

はい どちらともいえない いいえ 

１１ １１ ３ 

ご意見 回答 

・把握していない。 

・子供が利用している日が避難訓練日に当たった

ことがないので、わかりません。 

・来所の機会が少ないため、参加が出来ていないと

思います。 

・毎年防災強化週間には、近くの避難場所を確認し

に行くなどの活動を行っております。今後はそ

の頻度が増やすことや、実施したことをお伝え

できるよう努めてまいります。 

 

７ 満足度 

⑴ 子どもは通所を楽しみにしている                       (無回答３) 

はい どちらともいえない いいえ 

１９ ５ ０ 

ご意見 回答 

・イベントは楽しんでいます。ただ、すぐにケンカ

になるので、気分の波があります。 

・いつも楽しみにしており、先生方のサポートのお

かげだと思います。 

・各お子様ができる限り、落ち着いた状態で過ごせ

るよう活動内容や対応方法をその都度考えてい

きたいと思います。 
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⑵ 事業所の支援に満足している                         (無回答３) 

はい どちらともいえない いいえ 

１８ ６ ０ 

ご意見 回答 

。コロナ前のように長期休みの時は、朝から午後ま

で利用できるようになると助かります。 

・個性の強い子供ばかりだと思うので、そんな中で

も上手にコミュニケーションがとれるようにな

ってほしいと思います。 

・これからもよろしくお願い致します。親子で本当

にありがたいと思っています。 

・コロナ禍が落ち着いた先では、以前のような 1

日を通してのご利用を考えております。変更が

あった際には早急にお伝え致します。 

 

 

 

※自由記述欄 

ご意見 回答 

・ハッピーテラスに通うことで、生活リズムの調整

が図れていると感じています。本人の都合もあ

りますが、もう少し数多く通わせてあげたいと

考えています。 

・いつもとても楽しく通っています。ありがとうご

ざいます。 

・共働きのため、平日の送迎が難しく、もっと通所

させたいが思うように通わせることができず、

もどかしいです。有料でもいいので、送迎サービ

スがあると助かります。 

・いつも細やかに対応して頂いて感謝しています。 

・少し遠いので通所は大変ですが、自由に予定を入

れられるので助かっています。子供もイベント

が楽しいみたいでこれからも通っていけそうで

良かったです。 

・何点か「いいえ」にチェックを入れましたが、教

室自体が悪い訳ではなく、コロナ禍で見学に行

けていないことが原因です。 

・利用者側の希望にも応えていただき、大変有難く

思います。 

・いつでも見に来て下さいというスタイルなので、

行かないと子供の様子が全くわからない状態で

す。今までの活動の写真や動画などもたくさん

あると思いますが、数年通っていてもほぼ見た

ことがありません。数か月に一度、保護者を集め

て見せても良いと思います。 

 

 

 

・生活のリズムを整えるという意味では、定期的な 

ご利用が効果的かと思います。そういった意味 

合いとしてご利用いただくのも、ひとつの活用 

方法として良いのではないかと考えています。 

 

 

・送迎に対するご意見は多くいただきますが、導入

に際しての様々な面を考慮しますと、なかなか

送迎サービスは難しく、今のところ導入は考え

ておりません。申し訳ございません。 

 

 

 

 

 

・いつでもご見学、お待ちしております。 

 

 

 

 

・申し訳ございませんが、今までは食べてなくなっ 

てしまう物をお見せするために写真を撮ること

などはありましたが、それ以外での撮影をほと

んどしてきませんでした。ご要望があれば、今後

はホームページや通信に載せるために撮影をし

ていくことを検討したいと思います。その際は、

お見せする機会の件も検討させていただきま

す。 
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・毎月、レク内容や都合にあわせて行く日を決めら

れるのはとても助かります。子どもが低学年の

うちは、送迎があると良いなとは思います。外遊

びなど運動でエネルギーを発散できると良いと

思いますが、幅広い年齢の子どもたちが来てい

るようなので、難しいだろうなとも思います。全

体的には、あまり厳しすぎずに子供の興味を引

くような活動をして下さり、子供も楽しく通っ

ているようなので助かっています。 

・少し家から遠いので、電車で通うのは疲れている

と大変。土曜日や長期休みは、2部制になってい

るので、時間が短い。また、昼食を教室で食べら

れないのが残念。 

・学校でもハッピーテラスでもすぐにカッとなり

ケンカになることが多いです。コミュニケーシ

ョン能力がもう少し身に付くようご指導いただ

けますとありがたいです。 

・外遊びについては、以前土曜祝日長期休み中の午

前中に公園へ出向くなどして取り入れていたこ

とがありますので、ご要望が多ければ 2 部制解

除後のタイミングから実施の検討をさせていた

だきたいと考えております。決まり次第、早急に

お伝えできればと思います。 

 

 

 

・コロナ禍が落ち着いた先では、以前のような 1

日を通してのご利用を考えております。変更が

あった際には早急にお伝え致します。 

 

・コミュニケーション能力の課題を抱えたお子様

が多数通われておりますので、引き続き能力向

上の手立てを職員内で多く学び、トレーニング

のみならず、各場面で取り入れられるよう工夫

していきたいと思います。こういったご要望や

ご意見、ご感想を随時受け付けておりますので、

職員にお気軽にお伝えください。 

                                                                  

以上 


