
ハッピーテラス東府中教室ご利用者様アンケート結果集計

ハッピーテラス東府中教室

1 お子様の学校

小学校 中学校 高校

19 6

2 施設・教室について

（１）扉の形状・構造について

安心 ふつう 不安 その他 無回答

10 13

ご意見

回答

（２）机と椅子の形状・安全対策について

安心 ふつう 不安 その他 無回答

8 14 1

ご意見

回答

（３）子どもの活動スペースが十分に確保されているか

はい いいえ 無回答

14 2

ご意見

回答

（４）清潔さ

・教室全体に

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

16 6 1

入り口のドアは中から押すと簡単に開くのは良いが、行き渋りのある息子はすぐに

脱走してしまいそう。

必要に応じて教室と、出入り口間の扉にストッパーを取り付けるようにしておりま

す。

・姿勢の保持が難しい子には椅子や座布団などの工夫で改善されると勉強したこと

があります。

ご意見ありがとうございます。マットや足台を使用して調整しておりますが、さら

に適した環境を用意できるように努力します。

どちらともいえない

7

・人数による（こどもは狭いと言っている時がある）・広い部屋でなくても安全に

気を付け工夫していることは分かる。・最多で過ごす様子を見ていないため分から

ない。・狭いスペースの中で工夫を凝らしてトレーニングを考えていると思うが、

運動系のトレーニングの時は少し安全性に不安を感じます。

今の時世を考えても、活動内容によっても十分とは言えない部分があると思いま

す。これからも活動に工夫をし、安全に配慮して、スペースが確保できるように努

めてまいります。ご心配な時は、いつでもご確認ください。



・トイレ・水廻り

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

12 6 5

ご意見

回答

・教室周囲(外側）

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

17 5

・見学室、相談室

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

16 6

・その他、お気づきの点があればご記入ください

ご意見

回答

3 スタッフについて

（１）身だしなみ

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

17 5

（２）言葉づかい

良い 普通 悪い その他 無回答

20 1 1

（３）態度

良い 普通 悪い その他 無回答

19 2 1

ご意見

回答

・見たことがないため分からない・水回りは清潔でした。

教室にお越しの際にご確認いただければ幸いです。

お迎え時入口が込み合うので、換気もかねて入り口のドアを開けてもらえると良

い。

お子様の飛び出し防止の観点から、扉の開放は難しいと考えております。混雑時は

順番に対応させていただくなど、密を生まない配慮を心がけたいと思います。ご協

力を頂けますと幸いです。

ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。研修等を通じ、全職員が適切な

接客態度となる様努めてまいります。

電話応対で「この人大丈夫か？」と思う対応をされた事がある。事業所名、応対者

を告げられなかった。（結局誰か分からなかった）不慣れであっても名前ぐらいは

言って欲しい。



（４）配置人数や専門性

適切である 適切ではない 無回答

20

ご意見

回答

4 トレーニングについて

（１）時間帯．時間割

長い（遅い） ふつう 短い(早い） その他 無回答

6 17 1

ご意見

回答

（２）コーディネーショントレーニング（身体協調性を高める目的で行うトレーニング）

その他 無回答

21 3

ご意見

回答

（３）集団トレーニング（主にコミュニケーション能力の向上を目指すトレーニング）

その他 無回答

1

ご意見

回答

メリット（効果）がある

メリット（効果）がある

23

・トレーニング中よりも、自由時間にメリットを感じる。・先生方が目的をもって

発問や、声掛けをしてくれていると思うので、繰り返しの中でメリットがついてく

ると思う。

ご意見ありがとうございます。トレーニングだけでなく、イベント、余暇時間を含

むご利用時間全ての場面で、必要なコミュニケーションを身に付けて頂けるよう支

援をしていきたいと思っております。

メリット（効果）がない

どういった内容か分からない。どの程度(頻度など)トレーニングされているか分か

らない。具体的にどの内容がコーディネーショントレーニングか思い浮かべてみま

したが、普段の体を使うものでしょうか？

体操、運動イベント、ビジョントレーニングなどにその要素が多く含まれておりま

す。

どちらともいえない

2

こちらでは判断できない。

今後とも行政の指示に従い、適正な人員の配置に努めてまいります。

・平日、休日など子どもの生活リズムにあわせていると思う。・もう少し早い時間

から始めてもらえると帰宅時間が早くなり、家で少しゆっくりしてから就寝できる

ので助かります。トレーニングをもう少し早く開始して、18時ピッタリに帰れる

と嬉しい。・低学年には始まりの時間が遅いのかな？と感じていましたが、本人は

遊びの時間が沢山あって楽しいようです。

小学生から高校生までご利用頂いているため、今の時間設定となっております。現

状は変更の予定はなく、皆様にご協力を頂くこととなっております。ご理解いただ

けます様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

メリット（効果）がない



（４）長期休み期間や土曜日のトレーニング

今まで通り その他 無回答

21 1

ご意見

回答

（５）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は作成されている

はい いいえ 無回答

22

ご意見

回答

（６）活動プログラムが固定化しないよう工夫されている

はい いいえ 無回答

21

ご意見

回答

（７）学習的要素を

増やしてほしい その他 無回答

9 13

ご意見

回答

もっと長いトレーニングを希望する

1

減らしてほしい

現状楽しく学べていますので、どちらでもいい。・今のままで良い・宿題をやらせ

てもらえるだけでありがたい。・学校だけで疲れているため。学習が目的ではない

ので今のままで十分。・今のような内容で良い（本人も楽しそう）。何が必要かは

子供による為決められない。・現状のバランスが良い。

学習に関しましては、学校の指導内容と違う方向になるとお子様の混乱につながる

ことも有ると考え、宿題時間の提供、トレーニング、イベント内の一般的な内容に

とどめさせて頂いております。長期休み中の学習タイムなど、環境の提供には今後

も積極的に取り組んでまいります。

どちらともいえない

どちらともいえない

1

もっと短いトレーニング

を希望する

・夏休みは日が暮れるのも遅いので、もう少し遅くまでやってくれるとありがた

い。・長期休みに利用したことが無いので分からない。

ご意見ありがとうございます。お子様の負担、職員の業務など総合的に考え検討し

ていきたいと思います。



5 保護者への説明等について

（１）支援内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか

はい いいえ 無回答

21 1

ご意見

回答

（２）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

共通理解が出来ている 無回答

21

ご意見

回答

（３）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

はい いいえ 無回答

21

ご意見

回答

（４）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

支援を求める 支援は必要ない 無回答

2 10

ご意見

回答

非常に丁寧な読み合わせをして頂いた。

今後ともご要望に応えていけるように努めていきます。

どちらともいえない

10

・まだ入ったばかり、他父母とのかかわりがあるとありがたい。・今は必要を感じ

ていないが、親同士が悩みを話し合う場があっても良いと思う。・保護者の負担が

増えることは困る。学童のような保護者会が無くてとても助かる。

ご意見ありがとうございます。ニーズも併せ、検討をしていきます。

1

どちらともいえない

1

・いつも助かっています。感謝しています。・なかなか他者に言えない内容も、聞

いてくれたり助言をもらっている。・毎回子どもの様子を伝えて下さり、教室での

様子を知ることが出来るので助かります。質問にも丁寧に答えて頂いています。ま

だ入所2か月なのでよくわからない。

どちらともいえない

どちらともいえない 共通理解ができていない

・今後も丁寧な説明を心掛けてまいります。一部の方に説明不足がありましたこ

と、申し訳ございません。ご不明な点がございましたらいつでもお問い合わせくだ

さい。改めて説明をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

・フィードバックしてもらっている。悪い事も良い事も教えてもらっている。・送

迎時に口頭で２～3分お話ししてくださいます。



はい いいえ 無回答

14 1

ご意見

回答

（６）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

はい いいえ 無回答

19 1

ご意見

回答

はい いいえ 無回答

20

（８）事業所は個人情報に十分注意しているか

はい いいえ 無回答

21

6 保護者向けの企画について

（１）保護者面談について

増やしてほしい その他 無回答

21 1

ご意見

回答

（７）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

（５）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

・必要に応じて対応して頂けると助かります。・今の感じで良いと思います。(他

１０名)・丁度良いペースだと思う。・必要に応じて立ち話でも時間を貰ってい

る。・現状に満足。・今の回数で良い。・まだ入所2か月なので面談の有無やタイ

ミングが分からない。

半年に一回のペースで教室から面談のお誘いをいたしております。面談はご要望が

あればいつでも受け付けておりますのでお申し付けください。

どちらともいえない

1

減らしてほしい

どちらともいえない

2

LINEもメールも電話も情報伝達の手段がたくさんあってよいし、日々のお知らせ

はLINEで送られてくるのでわかりやすい。

今後もLINEなど皆様の身近なツールを活用し、情報交換が出来るよう努めてまい

ります。

どちらともいえない

2

どちらともいえない

7

・何かあった時には連絡を頂いています。・今までその場面に合ったことがな

い。・よくわかりません。・入所してから苦情について耳にしたことがない。苦情

そのものが存在していないと思われる。

苦情が上がりましたら皆様に、内容と回答を提示させていただきたいと思います。



（２）ハッピーテラス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付いて

参加したい 無回答

9

ご意見

回答

（３）どのような内容であれば参加したいと考えますか

ご意見

回答

7 非常時の対応

（１）非常時対応、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 いいえ 無回答

18 1

ご意見

回答

（２）非常災害に備え定期的に避難訓練など行われている

はい いいえ 無回答

19 1

ご意見

回答

内容によっては参加したい とくに参加希望はしない

11 2

2

避難訓練は年に2回、期間を設けて実施しております。そのことを十分にお伝え出

来ていなかったと反省いたしております。通常のLINEの活動報告等でお伝えして

まいりますのでご確認いただけます様よろしくお願いいたします。

どちらともいえない

3

・以前見た気がする。

周知説明に不足が有り、申し訳ありません。ご不明な点がございましたらいつでも

ご確認くださいませ。

どちらともいえない

・もっと増やしてほしいです。・アンガーマネージメント。・密防止のためzoom

での開催希望。

ご提案ありがとうございます。ご期待に沿えるよう考えていきます。

進路について(高校受験など進学、就職等）・将来に向けて今した方が良い事。・

対応の仕方、考え方(マイナス思考にならないように）・成長に合わせた関わり方

について。・年齢に応じた対応など。どんな内容でも参加したい。・本人が興味を

持っているものと関係しそうな内容。進学に向けて学校情報。・子どもに関係する

事。ペアレントトレーニングを受けてみたい。・特性について・自分の子供の障害

のことが良く分からないので“自閉症スペクトラムについて”のセミナーがあると嬉

しいし、参加したい。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。



8 満足度

（１）子どもは通所を楽しみにしている

はい いいえ 無回答

18 1 1

ご意見

回答

（２）事業所の支援に満足している

はい いいえ 無回答

20 1

ご意見

回答

最後に、上記アンケート項目に限らずご自由にご記入ください。ご協力ありがとうございました。

・特にイベントは楽しみにしています。・内容が分からないと不安になっています

が、帰宅すると楽しかったと言っています。・とても。・毎回行き渋りが有り玄関

を出たり入ったりしているが、帰る時は楽しそうにその日あったことを教えてくれ

たり「まだ帰らない」など言って楽しそうである。

今後とも楽しく通所して頂けるよう、活動に工夫をしていきます。

どちらともいえない

1

その日のメンバーで、一つのテーマについて考えたり、意見を言ったりするプログ

ラムがとても良い。

どちらともいえない

2



回答

ご意見

・教室のことなど、良く把握が出来ていなかった為、どちらともいえない、その他

等の回答が多くなってしまいましたが、子どもは毎回楽しみに通わせていただいて

います。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

・毎週ありがとうございます。週1の利用ですが、先生から「お友達の名前もう覚

えたの⁉」と言われて嬉しそうです。今後もよろしくお願いします。

・日々の生活やトレーニングの様子をLINEでで送っていただけるのが嬉しいで

す。LINEの内容をきっかけに子供との会話が弾みます。学校生活とは別に、ハッ

ピーテラスでの仲良しのお友達や、好きな先生がいるようで楽しく通っています。

保護者面談の際にはハッピーテラスでの様子や進路の相談にも乗っていただき心強

いです。今後ともよろしくお願いいたします。

・いつもありがとうございます。他のお友達との交流ややり取り、授業や楽しみに

しているイベントなど、たいへん助かっています。これからもどうぞよろしくお願

いいたします。

・子ども達が楽しめるようなトレーニング内容が多くて良いと思います。先生方も

穏やかで優しいので安心して預けることが出来ます。

・子どもが上手く過ごせない時に、個別対応して頂いたり受け止めてくれたりと、

いつもありがとうございます。

・先生方の支援や励ましによって子供自身も自信がついたり、相手を思いやる態度

や気持ちが顕著に成長してきていると感じています。子どもの様子をとてもよく見

て下さっており、トレーニングの様子や、他人とのかかわりなど、毎回お知らせく

ださるので嬉しく思っています。

・家では気付かない部分を褒めて頂いたり、苦手なことをうまく誘導して、出来る

ようにして頂いたりいつも助かっています。

・コロナ中、閉じ込められた生活は精神的にお互い厳しかったので、開所して頂き

大変助かりました。

沢山のご意見を頂きありがとうございます。ご注意、ご心配に対しては早急に改善

していくよう、努力いたします。風通しの良い教室を目指していきますので、お気

づきの点、ご心配がございましたら、遠慮なくおっしゃってください。皆様のご意

見を励みとし、より良い支援に繋げていけるよう精進してまいります。今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。


