
令和 2 年度保護者アンケート結果 

令和 3 年３月 

ハッピーテラス東浦和教室 

 

調査の目的 

  教室運営やサービスについて保護者がどのように感じているか状況を把握し、よりよ

い教室運営に活かすことを目的としています。 

 

調査項目 

１、施設・教室について 

２、スタッフについて 

３、トレーニングについて 

４、保護者への説明について 

５、保護者向けの企画について 

６、非常時の対応について 

７、満足度について 

 

調査方法 

（１） 実施期間 ： 令和 3 年１月１５日～１月 30 日 

（２） 調査方法：郵送での配布 

 

調査対象と回収状況 

（１） 調査対象：35 名 

（２） 回収状況：29 名 （回答率：82％） 



１、施設、教室について

（２）子供の活動スペースについて

（１）扉の形状・構造、机・いすの安全性について

①扉について、「入口が狭いので何かあったときに逃げることが簡単にできるのか心配になった」というご意見がありま

した。緊急時は、正面と裏口どちらも併用し、避難することができます。

②机やいすについては、「新しい机を導入して使いやすくなったと思う」というコメントがあるように、前回より”安心”

と回答した方が増えました。ご意見の中に、「ネジが取れそうな椅子があった」とのご指摘がありましたが、気づいたあ

とすぐに処分しました。今後も安全にご利用できるように環境を整えていきます。

活動スペースについて、 「通常は十分だと思うが高学年以

降の大きな子供の人数が多いとき、トレーニング内容によっ

ては少し狭いかなと感じる」というご意見のように、人数や

活動によって狭いと感じるというご意見がいくつかありまし

た。スペースは限られていますが、今後スペースの有効活用

や活動内容の工夫をしていきたいと思います。

施設については、過半数の方が”清潔”と回答しました。その中で、「荷物の大きさによるがロッカーが小さい

と感じる」というご意見がありました。現在、ロッカーを大きくする検討をしています。また土足につい

て、「できれば土足のままではなく靴を脱いで活動できるようにしてもらった方が衛生面で安心な気がしま

す。小学校低学年なので靴を脱いでしまったり寝転んでしまったりするので」とのご意見がありました。靴

を脱ぐと怪我をする危険性があるため、土足ではなく室内履きでご利用をしていただくよう、検討していま

す。
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２、指導員について

3、トレーニングについて
トレーニング時間については、ほとんどの方が”ふつう”と回

答しました。その中で、「開始時間は問題ないです。内容時

間について集中してできる時間で良いがすぐ終わってしまい

短い感じがする」というご意見がありました。トレーニング

の時間は、集中できる時間を考え、設定しています。短いと

感じるくらいの時間が、ご利用者の様子を見ますと丁度いい

時間だと思います。

指導員について、身だしなみ、言葉遣い、態度では、”良い”　”ふつう”との回答でした。今後も信頼していただけるよ

う、努力してまいります。

長期休み・土曜日のトレーニング時間について、ほとんどの

方が”今まで通り”と回答しました。長いトレーニングをご希

望するという回答の中で「働く親も利用できるよう学童並み

に開設してほしい」というご意見がありました。現在、ご利

用者へ丁寧な支援を行いたいため、国で決められた指導員の

人員配置以上の人数を配置しています。配置人数と職員の勤

務時間を考えますと、長時間の預かりができないのが現状で

す。ご利用時間に関しては、ご要望に応じて対応していきま

すので、ご相談ください。

配置人数や専門性についてほとんどの方が、”適切である”と

回答しました。　配置人数については、決められた配置人数

以上の人数を配置しています。専門性については、全職員、

有資格者で、それぞれの専門性を活かして支援しています。

ご意見の中で、「できるだけ全ての方に専門知識を得ていた

だきたいです」というご意見がありました。各自研修や勉強

会に参加していますが、今後も専門知識を増やし支援してい

けるように努力してまいります。
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⑤子供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か

集団トレーニングについて、"メリットがある"と回答した方

がほとんどでした。「効果が出るまでは時間が要すると思わ

れますが家や学校とは異なる環境でトレーニングできること

は多くの経験をするので重要だと思う。」というコメントが

ありました。今後も、小集団の中で、学校、ご家庭とは違う

環境の中で、効果のあるトレーニングをそれぞれのご利用者

に合わせながら考えていきたいと思います。

活動プログラムは固定されていないかでは、ほとんどの方

は”はい”と回答しました。「工作を楽しんで取り組めていま

す」「いつも子供が楽しく取り組めるプログラムを用意して

下さっている」「できる活動が限られた状況で工夫してくれ

ている」というコメントがありました。今後も「楽しい」、

と思えるような活動プログラムを考えていきます。

学習的要素について、前回のアンケートより、”増やしてほ

しい”が減りました。その理由として、昨年からご希望の方

には、個別学習を始めたからだと思います。コメントは、

「個別学習が始まり学習的要素は増えたので現状に満足で

す」「学校の宿題や課題などがきちんとできればいいと思っ

ています」「今まで通りを希望」という内容でした。　”増

やしてほしい”という回答の方では、「難しいものにも挑戦

したい」というコメントがありました。トレーニングを充実

した内容になるよう、ご要望も踏まえ、個々に合わせて考え

ていきます。

個別支援計画書の作成について、子供と保護者のニーズや課

題が客観的に分析されていると全回答者が”はい”と回答しま

した。今後もそれぞれの課題を考え、保護者のご要望を取り

入れながら、個別支援計画書の作成をしていきます。
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４、保護者への説明等について

⑥通信などで活動状況や予定などの情報を発信しているかでは、全員が”はい”と回答しました。今後も通信等でお知らせ

していきます。また、現在メールでもお知らせや連絡をとれるように準備しています。

⑦個人情報に十分注意しているかでは、大多数の方が”はい”と答えました。職員全員、個人情報に十分注意するために、

研修等を実施し、個人情報に十分注意するよう徹底してまいります。

④苦情に迅速かつ適切に対応しているかでは、ほとんどの方が”はい”と答える中で、「苦情を出したことがないのでわか

らない」とのコメントもありました。今のところ、ご相談を受けることはありますが、苦情を受け付けたことはありませ

ん。苦情が出た場合は、速やかに対応し、保護者の皆様に苦情内容と対応策についてお伝えします。

③保護者に対して面談や育児に関する助言等の支援があるかでは、”はい”とほとんどの方が回答し、「先生方の支援や心

理士の先生の支援もあり安心している」というコメントがありました。

⑤情報伝達のための配慮があるかでは、ほとんどの方が”はい”と回答しました。「迎えに行った際にその日の様子を口頭

でお伝え頂けるのが有難い」というコメントがありました。お迎え時や連絡帳、面談等で教室での様子を今後もお伝えし

ていきたいと思います。

①子供の発達状況や課題について共通理解ができているかでは、ほとんどの方が”できている”と回答しました。今後も、

共通理解ができるよう、面談や連絡帳、送迎時等でお話をする機会を作っていきます。

②支援内容・利用者負担についての説明があるかでは、ほとんどの方が”はい”と回答しました。
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５、保護者向けの企画について

保護者向け勉強会については、「参加したい」「内容

によって参加したい」と回答した方がほとんどでし

た。内容については、SNSの使い方、思春期、性教育

について、進路や就職、学習支援に関する内容等、

様々でした。コロナの影響で昨年は、開催することが

できませんでしたが、工夫しながら勉強会を開催でき

るよう準備していきたいと思います。

保護者同士の連携については、昨年より”どちらとも言

えない”と回答した方が増えました。その中のコメント

で「コロナ禍が落ち着いてからだと安心です」「コロ

ナ禍なので」とあるように、コロナの影響により、こ

のような結果になったのではないかと思います。保護

者同士の”支援を求める”と回答した中には、「最近

あってもいいなと思うようになってきた」や「普通級

に通っているため同じ悩みを持つ親と接する機会は

ハッピーテラスのみとなるため、こういった開催があ

ると有難い」というご意見もありました。去年は、コ

ロナの影響で保護者同士関わる機会がありませんでし

たが、保護者同士の連携を取れる機会を工夫しながら

作っていきたいと思います。

保護者面談については、「今の頻度でいい」とのコメントが

多くありました。「大きな告知や必要に応じて都度開催して

くれると有難い」「こちらから申し出れば必要な時はいつで

も面談を設定して頂けような雰囲気もある」「必要な時には

個別でお話頂けるので現状で良い」というコメントがある様

に、必要に応じて決められた面談以外でもお話をする機会を

作ります。何かお困り事やご相談したいことがある場合は、

いつでもご連絡ください。また、いつでも相談しやすい雰囲

気作りもしていきたいと思います。
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６、非常時の対応

事業所の支援に満足しているかでは、１００％の方が

「はい」と回答していただきました。今後も満足して

いただけるよう、指導員全員一丸となり、より良い教

室作りをしてまいります。

子供は通所を楽しみにしているかでは、大多数の方が

「はい」と回答しました。「イベントがある時は楽し

みにしている」「イベントがあれば積極的に参加して

います」というコメントがありましたが、トレーニン

グでもそう言ってもらえるよう、楽しいトレーニング

を考えていきたいと思います。「面倒とか疲れるとか

言いながら、トレーニングに参加したり時間を延長し

たりしているので楽しみにしていると思います」とい

うコメントがあるように、今日も行って楽しかったと

思ってもらえるよう努力してまいります。

①定期的に防災訓練など行われているかでは、前回より「はい」と回答した方が増えました。毎年、防災訓

練は年2回防災週間を設け、行っています。前回より周知している理由は、保護者の方が毎月の通信を読んで

下さっているからではないかと思います。「避難訓練そのものも子供が楽しめるコンテンツになっていると

思う」というコメントがありましたように、今後もご利用者が興味を持ち参加できるよう工夫していきたい

と思います。

②緊急対応・防犯・感染マニュアルを周知しているかでも、前回より「はい」と回答した方が増えました。

「契約書や通信に書いてある」というコメントが複数ありました。今後も、周知するために、通信等でお知

らせしていきます。「緊急時対応が一目でわかるようにまとめてあるものがあるとありがたい」とのご意見

がありましたので、ご意見を元に保護者向けの緊急時対応マニュアルを作成したいと思います。
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７、その他

いつもお世話になっております。ありがとうございます。昨年から高校生になり一人で通所していますが、自力で休まず

通所できていることが本人の努力でもありますが、先生方の関わる内容なども関係あるのだと思います。ほとんどが個別

で対応していただき大変かと思いますが感謝しています。今回のアンケートを一緒にやろうと話すと嫌がらずに参加して

くれました。辛口もありますがよく見ていると思います。先生たちはコロナの中で大変なお仕事ですが感染もなく子供た

ちも通所できて何よりと思います。コロナ収束の先が見えませんが、先生方も体調には気を付けて続けていただければと

思います。よろしくお願いします。

→楽しく通うことができていることは、私たち指導員にとって、とても嬉しいことです。いつまでも安心できる居場所と

してあり続けていきたいです。今後も、保護者の方とも楽しく一緒にお子様の成長を考えていきたいと思っています。あ

りがとうございます。

→こちらこそ、いつもありがとうございます。自力で休まず通えていることに成長を感じ、うれしく思います。今後も課

題を考え、更に成長をしていけるように支援していきたいと思います。

→こちらこそ、いつもありがとうございます。安心して過ごすことができるように今後も支援していきます。何かあれば

いつでもご相談ください。

いつも困ったときに相談に乗って頂き、本当に感謝しています。先生方が親身になって話を聞いて下さることで子供たち

の対処法が分かり助かっています。ありがとうございます。

→ありがとうございます。今後も楽しく安心して通える環境を作り、支援していきます。

自由記入欄では、たくさんのコメントをいただきましたのでご紹介させていただき、こちらで返信させていただきます。

子供をよく見ていただいて感謝しています。家庭内の緊急時の対応に快く柔軟に応じて頂きありがとうございました。本

人も大きく混乱することなく安心して過ごせました。母子ともに助かりました。

いつも色々支援をして頂きありがとうございます。ハッピーに来て〇年ですが、嫌な顔せず楽しく利用させていただいて

います。きっと居心地がいいから安心できるんだと思います。先生たちも明るくてノリの良い方ばかりなので私も安心し

て通わせることができています。先生達との会話もすごく楽しいです。これからも長く通えたらなと思っています。引き

続きよろしくお願いいたします。

今後も子供たちが楽しく通える環境づくりをお願いいたします。

→こちらこそ、いつもありがとうございます。保護者一人で抱えるのではなく、何か困ったことがありましたら、私たち

も一緒に考えていきたいと思っています。いつでもご相談ください。

→ありがとうございます。楽しみにしてくれていることがとても嬉しく思います。今後も楽しいイベントを考え、たくさ

んの経験をしてもらいたいと思います。

毎回楽しいイベントを作って頂きありがとうございます。通所回数が少なく迷惑をかけますが通所日は朝から楽しみにし

ています。

学校とも家庭とも異なる環境の中で細かく見ていただきありがとうございます。学年が色々なので教えてもらうこともあ

り、年下の子に優しくする機会があったり、学校のクラスでは経験できないことだと思います。曜日ごとに来る人が違う

ので難しいかもしれませんが、たまに学年別に年齢の高い人と低い人で分けて活動があってもいいかと思います。運動も

よりダイナミックにまたは小さい子に合わせて等分けるメリットもあると思います。

→学年が異なることで、学校とは違う関わり方を学ぶことができていると思います。ご意見にありますように、高学年向

け、低学年向けの活動も取り入れるなど、どういう形でやっていくのが良いか検討していきたいと思います。ご意見あり

がとうございます。



いつもお世話になっております。ご迷惑をおかけしますが今後ともよろしくお願いします。

毎週楽しく利用できているので子供との関わり方が良いのだと思います。

料理や工作が好きなので色々な工作をやってくれるので本人も楽しいようです。料理は包丁使いが上手になり先日もカ

レーを一緒に作ったのですが、野菜を上手に切ってくれました。これもハッピーで料理などをやって頂いたお陰です。あ

りがとうございます。

→ありがとうございます。私たちも楽しく支援をしています。子供達の成長や色々な発見があり、とても嬉しく思いま

す。

→ありがとうございます。コロナの影響で昨年は料理イベントを開催できませんでしたが、こうして身になっていること

がとても嬉しいです。

　以上です。

お忙しい中、アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。皆さまからいただいた貴重なご回答とご意見を真

摯に受け止め、より一層満足いただける教室作りに努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

→こちらこそいつもお世話になっております。楽しく成長できるよう支援していきます。

４月から小学校に入学しましたが、コロナ禍で学校もハッピーも通い始められませんでした。新しい環境に慣れるのが時

間がかかる子なので不安な日々でしたが、ハッピーテラスは楽しい所だと今までになく早くわかったようで毎回楽しく通

えていてホッとしています。子供のことをよく理解して頂いている先生方に相談できたりお話を聞いてもらえることにと

ても感謝しています。今後ともよろしくお願いします。

→こちらこそ、いつもありがとうございます。楽しく通えているようで、とても嬉しく思います。それぞれのお子様に合

わせ、いいところを伸ばしていけるように支援していきたいと思います。いつでもご相談ください。

いつも楽しく過ごさせていただいています。子供はハッピーが大好きで先生との信頼関係ができていると感じます。新し

いスタッフが増えて支援が厚くなると思いますが、連絡帳の書き方、親への情報説明の仕方などスタッフによりまちまち

のことがあり、今一度内部で共通認識があるといいと思います。迎えに行ったとき、スタッフと少しおしゃべりします

が、社会ではなく重要な情報交換の場だと思うので子供の様子など具体的に話していただけたらと思います。

４月から通い始めて早９か月、先生方との信頼関係もでき仲良しのお友だちもできて、ハッピーテラスに通うことを楽し

みにしています。色々なイベントも企画してくれて、家では経験させられないようなことをやってくれるのでとても感謝

しています。

最近私はとても疲れているのでハッピーさんの方から察して早い段階で子供のことについてご連絡を頂いてとても助かっ

ています。子供たちのサインや話をちゃんと受け止めてくれたり、聞いてくれたりして細かいことや小さいことでもより

良い方に対応してくださることがとても有難いです。子供達もこれからは年齢的に「親には言えないけどハッピーの先生

に話せる」ということも増えてくるかもしれないので、どうぞよろしくお願いします。また話は変わりますが、ハッピー

さんとメールやLINEなどで連絡をとれるととてもありがたく思います。とはいえ、やはり電話が連絡手段としてはいち

ばん確実なので、メールやLINEはあくまで二次的なものになるとは思いますが。

→いつもありがとうございます。楽しく過ごせているようで、とても嬉しく思います。ご指摘ありがとうございます。お

子様の様子を詳しくお伝えできるよう、指導員一同、共通認識を持ち支援していきます。

→ありがとうございます。仲良しのお友だちができたことは、とても嬉しいことです。今後も様々な経験を通し、成長し

ていけるよう支援していきます。

→そういっていただけて、とても嬉しく思います。ありがとうございます。これからもどんなことでも話せる関係を作

り、少しでもお力になれればと思っています。連絡手段についてご意見いただきありがとうございます。現在、教室携帯

の準備をしています。近々メールやLINEで連絡がとれるようになりますので、もうしばらくお待ちください。


