
2023年１月公表

保護者数 55 回答数 32 割合 58.2%

チェック項目 はい

どちらと

もいえな

い

いいえ

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
68.8% 28.1% 3.1%

②
職員の配置数や専門性は適切

であるか
87.5% 12.5% 0.0%

③

事業所の設備等は、スロープ

や手すりの設置などバリアフ

リー化の配慮が適切になされ

ているか

62.5% 37.5% 0.0%

環

境

・

体

制

整

備

・教室内等よく見たことがないので一度拝見してみたいです。

・非常口はありますが、もし入り口から不審者が入ってきた時に、裏から避難できないなと思いました。

・活動の場の扉の鍵が子どもたちも開けられるのが少し心配です。

・一応靴は脱いでいるが、裸足で出てくるお子さんがいたり、先生のスリッパの汚れ具合を見るとキレイとは思えな

い。

・相談室（見学室）は狭く、荷物が山積されていて掃除もできないだろうなという印象です。

・待合室がなく、ほかの保護者の前でフィードバックを受けることに抵抗を感じる環境に思います。こまめな消毒な

どを徹底してほしい。

・プログラムの内容やお話できる環境は考えていただきたい。

・新しく入られた方を知らないまま、話しが進んでいることが心配です。話しやすい職員の方とやり取りがしたいで

す。

・入れ替わりが多い。慣れてきたころに辞められてしまうのは残念です。

・子供の様子をしっかりと見て下さって、やる気のでる声かけをいつもありがとうございます。

・皆さんとても親切で気持ちがいいです。

・親のケアも含めて含めて寄り添っていただき本当にありがとうございます。

・いつも気持ちよく接して頂きありがとうございます。

・皆さん本当に優しいです。

・いつも親子に温かく接して下さり感謝しています。

・子どもの様子をしっかりと見て下さって、やる気のでる声かけをいつもありがとうございます。

・皆さんとても親切で気持ちがいいです。

・資格や経験のあり、優しい先生ばかりで安心しています。

・教室環境の見学につきましては、お子様のいる時間は難しいですが、お声掛けいただけましたら、可能なお時間で

ご案内させていただきます。

・教室の構造上、非常口は2か所となりますが、来所者は、必ずインターフォンで確認して解錠してお通ししていま

す。今後も来所者の確認をしっかりしていきます。

・教室の鍵につきましては、外側からは誰でも解錠できるようになっておりますが、安全の為、内側からは指導員の

鍵による解錠しかできなくなっております。しかし、解錠と一緒にお子様が出ようとしてしまうことがございますの

で、今後は解錠のタイミングに一層気を付けてまいります。

・指導員のスリッパの汚れにつきまして、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。この度、指導員のス

リッパで汚れのあるものは新しいものに交換いたしました。教室、他室、廊下につきましては、毎日掃除、保護者

様、お子様の触れる場所は全て消毒をしております。

・相談室の物の積み上げにつきましては、教材が多いために積み上げの保管も出てきてしまいますが、今後は教材保

管の工夫をしながら、安全で、気持ちの良い相談室にしていくように努めます。

・フィードバッグの場所につきましては、施設の広さの限界があり、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございませ

ん。必要に応じて、メールやお電話などの対応をするよう配慮いたします。保護者様も、気になる時には、遠慮なさ

らずお声掛けください。今後も、引き続きお話の内容については、注意を払ってお伝えしていくようにいたします。

・新しい指導員の紹介は、毎回、ハッピーテラス通信でお伝えしております。引継ぎ等は漏れないようには努めてお

りますが、足りないこともあり、ご迷惑をおかけすることもあるかと思います。ご不安な思いをさせてしまい、大変

申し訳ございません。また、お子様と関わる機会の多い指導員や話しやすい指導員とのお話がご希望の際には、お声

掛けいただきましたら、対応させていただきす。

・皆様の温かいお言葉を励みに、今後さらに質の高い支援を目指し、指導員一同頑張ります。

保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）

事業所名

ご意見 ご意見を踏まえた対応

ハッピーテラス千駄木教室



④

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、放課後等デイサービス計

画が作成されているか

96.9% 3.1% 0.0%

⑤
活動プログラムiiが固定化しな

いよう工夫されているか
93.8% 6.3% 0.0%

⑥
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

9.4% 46.9% 43.8%

⑦
支援の内容、利用者負担等に

ついて丁寧な説明がなされた

か

96.9% 3.1% 0.0%

⑧

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

96.9% 3.1% 0.0%

⑨
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

90.6% 9.4% 0.0%

⑩

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

3.1% 43.8% 53.1%

⑪

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

78.1% 21.9% 0.0%

⑫
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

93.8% 6.3% 0.0%

⑬

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してい

るか

87.5% 12.5% 0.0%

⑭
個人情報に十分注意している

か
87.5% 12.5% 0.0%

⑮

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

84.4% 12.5% 3.1%

⑯
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

96.9% 3.1% 0.0%

非

常

時

等

の

対

応

・緊急対応マニュアル、防犯マニュアル、感染対応マニュアルは策定し、保護者様への周知には努めておりますが、

状況の変化などに合わせて、見直しする機会を持ち、必要に応じては変更、追加等もしていきます。その際には、保

護者様には必ずご報告いたします。

適

切

な

支

援

の

提

供

・工作は作る楽しみを感じながら手先を器用に動かす練習になるのでこれからもプログラムに組み込んで欲しいで

す。

・プログラムをもっと充実させてほしいです。もっと体を動かすような運動や課外活動（水族館や博物館などの見

学）ような要素や季節行事やプログラミングなどのプログラムやイベントのようなプログラムもあってもいいと思い

ます。

・長期休みの時、外出があれば嬉しいのですがなかなか難しいですかね。

・集団での療育のため個別学習というよりは集団で学習的要素があるといいと思います。

・工作は、創造性、手先の巧緻性など、楽しみながら様々な力をつけることができます。プログラムに工作はござい

ますが、今後も積極的に取り組んでいきます。

・運動プログラムは、お子様の大好きなプログラムで、楽しみながら身体の能力向上、ルールを守る事やお友達の関

りなどたくさんの経験ができます。今後も積極的に

プログラムにいれていきます。

・長期休み中は、公園、児童館、図書館に行くことはございますが、なかなか遠くまでは行くことができていませ

ん。立地を活かし、今後、イベント的なかたちで博物館などへ行くこと等も考えていきたいと思います。

・活動は、集団でのSSTとなりますので、直接的な教科学習はありませんが、SSTで扱う中には、文の読み取り、お

金の計算など教科学習と繋がる内容もございます。

保

護

者

へ

の

説

明

等

・帰りに迎えに行ってないのでいけないのですが、相談にはとても丁寧に回答してくださいますが、相談しないと特

にアドバイスなどは受けないです。私は自分が家庭でできそうなこと（親の対応の仕方含めて）は指導いただければ

取り入れたいと思っているのですが、気づいたらとても困ったところまで来てから相談しているので、その前にもっ

とお互いが情報共有できるといいなと思っています。

・その日どのように過ごしたか子供の様子と共に個別でお話しして下さり有り難く思っています。効果的だった方法

等は家でも真似して行うようにしています。

・色々な連絡か一斉メールで送られてきてほかの方のアドレスもはいっていました。私のもほかの方から見れるのだ

ろうな？と思い、少し不安になりました。

・活動内容を口頭で説明して下さいますが、時々分からないことがあります。

＜勉強会やその際のテーマなどのご希望＞

・ペアレントトレーニング・ライフスキルトレーニング・感覚統合について。

・言語聴覚士による勉強会。

・ハッピーテラスで行っているトレーニングの種類、方法、期待できる効果…などについて。

・こう声をかけるとうまくいくやこのタイミングに声をかけた方がいいなど実践的な指導方法。

・家庭で取り組めるなにか簡単な習慣などについて教えてもらえれば実践したい。

・きょうだい児への配慮。

・進学や学習の困り感など。

・高校以降の進路選択や就職や自立について。

・進学情報など。思春期、高学年、中学生になって直面する課題、サポートについて。将来的なこと。

・知的障害がある子供の10歳の壁を乗り越える様々な方法。

・子供たちの進路について。すでに大きくなられてる方達の経験などを聞きたい。

・困りごとに対しての専門家による対応方法や他の家庭はどのように対応しているかなどが聞けるような機会がある

と嬉しいです。

・自立来所のお子様の保護者様には、なかなか様子などを詳しくお伝え出来ず、短信などになってしまい申し訳ござ

いません。共有が必要な時はご連絡を差し上げておりますが、今後は、お子様の教室での様子をみてお家での支援な

どお伝え出来ることあれば積極的にお伝えさせていただきます。ご家庭で気になることがあります時は、遠慮なさら

ずお電話やメールを頂ければ、対応させていただきます。

・一斉メールのアドレスの件、大変申し訳ございませんでした。今後、このようなことが無いように、皆様のメール

アドレス含めての個人情報は細心の注意を払って、扱わせていただきます。また、一斉メールの際には、ミスを防ぐ

ために送信先を指導員のダブルチェックをしてから送信するようにしていきます。

・活動内容に関しては、こちらの説明が足りない時がありました様で大変申し訳ございませんでした。今後、丁寧で

分かりやすい説明に努めてまいりますが、分かりにくい時には、遠慮なさらずにおっしゃってください。

・勉強会などにつきましては、現在は行っておりませんが、この度の皆様のお声で、沢山の保護者様がご希望されて

いることが分かりました。今後、皆様のニーズに合った勉強会、当事者会などを開催していくことも大切な支援と考

え、どのような形で開催できるのかを考えていきたいと思います。

・ハッピーテラスでのプログラムは、集団活動を通して様々なアプローチからSSTの支援していきます。いろいろな

アプローチをいたしますので、保護者様に何を目指したプログラムなのかを丁寧にお伝えする必要があると考えま

す。振り返りの時にお伝えしていますが、説明が足りない時やもっと詳しく知りたい時には、遠慮なさらずにお聞き

ください。さらに説明させていただきます。

・お子様の学年、発達段階に応じた課題やご相談があると思います。その際には、お時間を取りましてお話させてい

ただきますので、お申し付けください。また、対面に限らず、お電話やメール等も対応させていただきますので、遠

慮なさらずにおっしゃってください。

・何かございます時には、どんなことでも遠慮なくお話しください。指導員がすぐに対応できない場合もございます

が、その際には、少しお時間いただいてご対応させていただきます。



⑰
子どもは通所を楽しみにして

いるか
96.9% 3.1% 0.0%

⑱
事業所の支援に満足している

か
96.9% 3.1% 0.0%

満

足

度

・たくさんのことをできるようにさせてくださりとても感謝しております。こちらのデイサービスに出会えてよかっ

たと思っています。

・通所して3年目になりますが毎回通う事を楽しみにしています。ハッピーテラスは子供の大切な場所になっていま

す

・仲の良いお友達が来ていないと行きたがらないので困っています。

・いつも大変お世話になっており、大変有り難く存じます。

・ハッピーテラス様へ通わせて頂くようになって息子から一度も「今日は行きたくない」と言うのを聞いたことがあ

りません。それは先生方が、どの様にすれば息子にとって良い療育となるのかを考えて下さっているからだと、感謝

しております。今後もご面倒をお掛けいたしますが、宜しくお願いいたします。

・いつも子供が喜んで通っており、とても感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

・夏休みなどは特に週に2回ぐらい行って欲しいが、好きなお友達がいる日しか行かず、苦手な子がいるときは行か

ないので困っています。

・先生が優しいから、ハッピーテラスに行くのが楽しい! といつも通所を楽しみにしています。先生のフィードバッ

クも丁寧で、様子がよくわかるので助かっています。いつもありがとうございます。

・いつも悩みや相談を親身になって聞いていただき、ありがとうございます。なかなか子供の発達や特性の悩みにつ

いて相談出来るところが限られているので、帰り際に少しでも話せるのはとても助かっています。これからもよろし

くお願いします。

・毎回、IDを入力することが面倒です。

・施設での子供の様子が見たいので、見学会などが気楽にできると嬉しいです。

・長期休みの際の16時終わりは少し早いと思います。せめて18時にしてプログラム含めた内容の充実を図って欲しい

です。

・送迎サービスを行ってほしいです。

・ハッピーテラスに通わせていただくことで親子で拠り所とさせていただいています。通所することによって子供も

学びながら、親も子供への接し方を工夫することが出来たりするので、とても心強く、子供の特性を理解して前向き

に受け止めることが出来るようになりました。きっと通所していなければ途方に暮れることがもっと多かったと思い

ます。早く卒業出来ることも望みながらも、ずっとお世話になりたい施設です。ありがとうございます。

・職員の方達が、それぞれの子をよく理解、観察して、プログラムを考えてくださっている。少しずつ成功体験とし

て子供の自信につながっていると感じるし、プログラムや自由時間を通じて本人が楽しみながらそれを経験出来てい

るのが良いと思います。

・いつも皆さんに良くして頂き、子どもは楽しく通えていますし、とても助かっています。ありがとうございます。

人手不足やコロナなど色々ありますが、今後とも継続して欲しいです。

・学校とは違いのびのびとトライすることができ、たくさんの自信に繋がりました。感謝しております。

・娘の特徴ある行動を全て問題行動とするのではなく、きちんと個性と正しい方向に導くべき行動に区別して下さる

ので、親と対応が同じという安心感を子供自身が感じていると思います。いつも優しく受け入れてくださり、ありが

とうございます。今後ともよろしくお願い致します。

・いつも丁寧なコミュニケーションを心がけられ、明るくとても雰囲気の良い教室をいつもありがとうございます。

・良い先生ばかりで嬉しいのですが、人数が少なすぎるようなので、今のような信頼できる先生方がもっと増えてほ

しいです。店舗が増えて人手不足な印象があります。長期休み中の終業時間が早すぎること、祝日がすべて休業なこ

とも残念に思っている点です。この点に関しても、また、今の先生方が無理せずより良いお仕事をしていただくため

にも、先生を増やしていただきたいと思っております。

・時間や内容など細かい要望はありますが、いつも丁寧に説明して下さるので、よく見てくれているなと安心して預

けられています。

・いつもお世話になりありがとうございます。

・アンケートの回答を待っています。

・お子様が楽しみに来所してくださることが、支援の大前提と考えます。今後も、お子様が楽しみながらハッピーテ

ラスに通って下さり、その中で指導員やお友達と関わりながら、プログラム等を通して成長していけるような支援を

目指していきます。

・小さいコミュニティですが、お友達との相性もございます。初めは上手く関係を築けなくても、ふとしたきっかけ

で、良好な関係に変わることもありますが、どうしてもあまり相性が合わないで、それがお子様の気持ちの負担に

なってしまう時には、ぜひご相談ください。必要に応じて具体的な対応をさせていただきます。

・お子様だけではなく、保護者様のお役に立てていること嬉しく感じております。

・教室でのお子様の様子をご覧になりたいときは、相談室からマジックミラー越しにお子様のご様子をみていただく

ことも出来ますので、お気軽にお申し付けください。

・出席予約のシステムにつきましては、ログインのID入力が必要となります。ブラウザーの自動入力機能を使うなど

してご対応お願いいたします。

・休業日、営業時間、送迎等に対してのご意見ありがとうございます。お子様に良いコンディションで支援を受けて

いただけるように設定しておりますが、皆様のご希望通りではない事、大変申し訳ございません。


