
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

ご利用の教室

東府中教室

1 お子様の学校

小学校 中学校 高校

38 4

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

25 14 3

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

20 20 2

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

25 2 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

29 12 1

ご意見

回答

・子供に聞いたところ、少し狭いとの事です・活動中の様子を見たことが無いので見学してみない

と分かりません・室内だけでは限りがあるように思う・体格差があるためアクティブなイベントの

時には場所がせまくないのかなと思う・人数や活動によっても違うと思うので

ご意見ありがとうございます。活動内容によっては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、スペースを確保できるように努めてまいります。ご心配

の時には、いつでもご確認ください。

・わからない

教室にお越しの際にご確認いただければ幸いです。

・換気等大丈夫か・以前までは扉にカギや呼鈴がなく誰でも入ってこれる環境だったのが、カギが

ついた事で安心しています・はさまって危険（開き戸）、自動ドアor開き戸にして下さると安全だ

と思う

ご意見ありがとうございます。常時、空気清浄機を使用し、都度状況に合わせて換気に努めており

ます。カギも使用し、不用意な開け閉めを予防するとともに開け閉めに起因する事故などの防止に

も努めて参ります

・分からない（どのような形状か覚えていない）（使っていないので）

教室にお越しの際にご確認いただければ幸いです。

どちらともいえない

13



・トイレ・水廻り

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

20 9 12 1

ご意見

回答

・教室周囲(外側）

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

28 14

・見学室

清潔 ふつう 不潔 その他 無回答

24 16 1 1

・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

33 9

（２）言葉づかい

良い 普通 悪い その他 無回答

39 3

（３）態度

良い 普通 悪い その他 無回答

38 3 1

（４）配置人数や専門性

適切である 適切ではない 無回答

32 2

ご意見

回答

8

・中に入って見学しないと分かりません・子供に聞いたところ指導員は少ないとの事です・スタッ

フの方の役割が今ひとつわかりずらい、人数はとても充実しているのではと思う・人数は多い方が

良いと思う、専門性も必要、どの程度かは保護者にはわかりにくい（判断できない）

ご意見ありがとうございます。今後も行政の指示に従い、適正な人員配置に努めてまいります。

・保護者が見る機会がない（使っていない）のでわかりません・子供に聞いたところ清潔（きれい）とのこと・

確認した事がない、面談時に見せてほしい・親は利用した事がないが、清潔だと思う

教室にお越しの際にご確認いただければ幸いです。

・スペースがないのでしょうがないと思うが、物置みたいな時もありました・あまり中に入った事が無いので普

通を書きました・換気があまりよくない、暖房の時期は暑い

ご意見ありがとうございます。スペースの確保、整理整頓や安全面、健康面への配慮に努めてまい

ります。

どちらともいえない



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

5 34 1 2

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

4 4

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 1

ご意見

回答

（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

34 3 2

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

34 1

・長期休みの平日は仕事の為、もう少し長いとうれしいです・イベント半日であれば行きやすい

（もしくは半日でも参加可）・集中できるように長時間できるか気になります・休日は利用しない

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。

どちらともいえない

7

・まだ効果があるか不明・どのトレーニングがそれを差すのか知れたらもっとよい

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つけて頂けるよう支援をしていきたいと思っており

ます。

もっと長いトレーニングを

希望する

もっと短いトレーニングを

希望する

2 1

・今の所、どうなのかがよく分かりません・分からない（どのプログラムが該当するのか）

・室内だけでは限りある気がする・どのトレーニングがそれを差すのか知れたらもっとよい

ゲーム運動系イベント、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。活動報告

にてご確認いただけますと幸いです。

メリット（効果）がある メリット（効果）がない

39 1

・もう少しだけ早く始まり早く終わるとよりよい・平日もう少し早い時間からのスタートになると

いいと思う・１年生の時は開始時間が遅く感じていましたが、今は感じていません・１６時からで

も良い（15：10下校で帰宅が15：30頃なので）

小学生から高校生までご利用いただいているため、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、皆様にご協力を頂いております。ご理解いただけますよう、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

メリット（効果）がある メリット（効果）がない

34



（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

37 1

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

15 22 5

ご意見

回答

ご意見

回答

5

はい いいえ 無回答

39 12

・その他にお気づきの点があればご記入下さい。

・漢字がとても苦手です、通級では空間認知力のトレーニングをしているようです、効果は今のと

ころ出ていませんが

ご意見ありがとうございます。お気づきの点がございましたら、何なりとお申し出ください。

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

どちらともいえない

・毎日、多様なプログラムが案内されていて工夫されていると感じる・男子向けのイベントが多

い・工夫されている、子どもの興味がわく内容・どのプログラムに参加するか選べるが、人気があ

るとすぐ埋まってしまうのが残念

ご意見ありがとうございます。今後もご利用の児童に考慮したプログラムの企画になるよう工夫し

てまいります。

減らしてほしい

・どちらとも言えないです・お友達と仲良くしてくれるとうれしいです・学校で板書をノートに書

き写すのが苦手なので、良いトレーニングがあったら取り入れて欲しいです・遊びの中でも興味が

持てたら素敵です・このままでよい・いまのままで、夏休み等の学習助かっています・単なる勉強

になる様であれば不要です・その子供の状況による・学習よりもイベント充実が嬉しいです・とて

も満足しています・最近宿題や学習に意欲がないのでゲーム的な学習を取り入れて欲しい・どちら

でも良いです・トレーニング内で学習的要素を入れるのは良いと思うが一般的な学習は夏休みなど

長期休暇の宿題タイムが一定時間あれば良いと思います・どのようなトレーニングを大切にするか

なので希望はしない・希望日にほぼ入れない月もあった・夏休みは宿題をやる時間があり本人のや

る気につながったので助かりました・人とのかかわりの体験が増やせると良い・本人にとって難し

いところは、先生が補助してくださっているようなので、そのままで大丈夫です・どのようなもの

を学習的要素というのか分からないが、関りやコミュニケーションにつながるものならば良いと思

う

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事もあると考

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

4



（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

26 1

ご意見

回答

はい いいえ 無回答

37 1 1

ご意見

回答

支援を求める 支援は必要ない 無回答

5 7 1

ご意見

回答

はい いいえ 無回答

26 2 3

ご意見

回答

はい いいえ 無回答

32 1 1

ご意見

回答

8

・いつもLINEで情報を下さり、ありがとうございます・送迎時にもう少し話ができたら良いと思い

ます（当日の様子を知りたい）、指導内容を今の３ヶ月より短い期間でもらいたい・前よりはなく

なったのかも

今後もLINEなど皆様の身近なツールを活用し、情報交換ができるよう努めてまいります。

どちらともいえない

11

・苦情を言ったことがないのでわかりません・苦情について聞いたことがありません・不明・苦情

があったと聞いたことはないが連絡事項はメールでとれている・どんな苦情があったのかも知らな

いので何とも言えません

苦情があがりましたら、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。

（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

どちらともいえない

（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

どちらともいえない

29

・コロナなので・・・でも同じ悩みを共有できる繋がりが今後何らかの形で持てたら良いなと思い

ます、とても悩む事も多いので・仕事をしているので難しい場合があるかもしれません・あつまれ

る機会があれば情報交換できてよい・希望者が集まって意見交換等ができれば嬉しいです・最寄駅

からは遠方となり車で通っているので、同じ小学校の子は居ないと思うので

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。

（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

ご意見ありがとうございます。ご不明な点やお気づきの点、お知りになりたい事など、お気軽にお

問い合わせください。こちらからも、発信できる様努めてまいります。

（３）保護者に対して面談や育児に関する助言等の支援が行われているか

どちらともいえない

3

・こちらも聞くようにしています

ご協力誠にありがとうございます。今後ともご要望に応えていけるように努めてまいります。

どちらともいえない 共通理解ができていない

11 4

・子供の様子を毎日１行でもいいので教えて頂けるとありがたいです・迎えに行った際、家庭では

気付きにくい点を教えて頂いてとても嬉しいです・送迎時にもう少し話ができたら良いと思います

（当日の様子を知りたい）、指導内容を今の３ヶ月より短い期間でもらいたい・通う日々の中では

先生方と親とではなしをする時間はむずかしい・１ヶ月の振り返りがなくなったため、ハピテラで

の様子が分からなくなりました・教室まで送迎をしていた時は職員の方と話ができていましたが、

教室まで送迎をしなくなったため話しをする機会がほとんどなくなってしまいました。面談をして

いただいているのでその時には相談にのっていただけています。



はい いいえ 無回答

35 2 2

ご意見

回答

はい いいえ 無回答

38 2

ご意見

回答

6

増やしてほしい その他 無回答

7 32 3

ご意見

回答

参加したい 内容によっては参加したい 無回答

15 1

ご意見

回答 ご意見ありがとうございます。ご要望にお応えできるように検討してまいります。

半年に一回のペースで教室から面談のお誘いをしております。面談期間以外でも、ご要望があれば

いつでも受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。

（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

とくに参加希望はしない

24 2

・親同士の繋がりで悩みを共有できたらとても助かります

契約時に取り交わしている、「個人情報取得に関する同意書」に記載している通りに個人情報の取

り扱いについては、今後も十分注意してまいります。

保護者向けの企画について

（１）保護者面談について

減らしてほしい

・このままで良い・必要な時、トラブルがあったとき等、LINEなどでお声をかけて下されば時間が

作りやすいです、ただ病院や学校の行事等で半休が多いのでなかなか休みが取れず申し訳ないで

す・現状通りで十分です（何かあればすぐにお話しできるので）・今回初めてなので通常の頻度が

分からない・困った時には対応して頂いている・必要に応じてご対応いただけると助かります・半

年に一度位で良いと思う・面談は必要だが、お知らせの手紙をもらっていた事に気付かず、面談ス

ケジュール希望日が過ぎていた為、渡される時に声かけがあるとありがたい・適切な回数かと思い

ます・面談をしていないので分からない

・最近あまりない・『業務に関する自己評価の結果』がいつ発信されているか分からない

・毎日LINEで活動内容が送られてきて、とてもわかりやすい、継続してほしい

ご意見ありがとうございます。今後もLINEなど皆様の身近なツールも活用し、情報発信ができるよ

う努めてまいります。『業務に関する自己評価の結果』については教室のホームページに掲載して

ございますので、ご覧ください。

（８）事業所は個人情報に十分注意しているか

どちらともいえない

2

・分からない・不明

（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

どちらともいえない

3



ご意見

回答

7 非常時の対応

はい いいえ 無回答

34 3 2

はい いいえ 無回答

35 1 1

ご意見

回答

8 満足度

はい いいえ 無回答

34 3 1

ご意見

回答

（１）子どもは通所を楽しみにしている

どちらともいえない

4

・大変申し訳ないのですが１週間のスケジュールがつまっていて負担の様で行きたがらない事が多

いのです、でも最近楽しい時もあるようです・イベント内容によるようです・つまらない（トレー

ニング以外が）といっている・行って帰ってくれば楽しかったとうれしそうにその日した事を話し

てくれますが、時々スイッチやりたいから家に居たいや友達と遊ぶ日を増やしたいなどと言ってい

ます、成長かなと思っています・行き渋りがあり、おやつの時間を自分で調整できないと文句を

言っているものの、参加（通所）してしまうと、いつまでも帰りたがらず楽しそうに活動をしてい

る

今後とも楽しく通所していただけるよう、活動などに工夫をしていきます。

3

（２）非常災害に備え定期的に避難訓練など行われている

どちらともいえない

5

・イベントカレンダーにのせたら分かりやすいです・分からない

避難訓練は年に2回、期間を設けて実施しております。その事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。イベントカレンダーやLINEの活動報告等でお伝えしてまいりますのでご確認

いただけますようよろしくお願いいたします。

（３）どのような内容であれば参加したいと考えますか

・今後の進路について・家庭で取り組める事柄や対応について・家でできる、肯定感をあげるゲー

ムがあれば、ないですかね・親子で家庭でできるトレーニング・進学など、これからの進路につい

て備えるべき事や考える事等・子どもに対する対応など・学年（年齢）が上がっていく中での家庭

での支援や進路の検討について等・子どもの自己肯定感について、思春期のかかわり方・ADHDの

事、進路の事・通常級での合理的配慮の方法（教室内の配置、先生や友達とのコミュニケーション

の取り方、授業を受けるうえでの工夫など）、小学校卒業後の進路・専門的な事や具体案、本で状

況等判っていても、これはどうしたら良いのかの当事者目線のもの等・情報共有、おすすめの遊

び・親が子供への態度など・就職の事・親子共に自己肯定感を高めるには・トレーニング内容を公

開して欲しいです、以前やっていた劇をしてこの対応は？と皆で考える等は気になっていました・

子供に関係すること・ペアレントトレーニングのようなもの・特性に応じた自宅での関わり方のヒ

ントetc・子供への接し方について・子どもが中学生、高校生になった時の過ごし方や支援の有無な

ど・医療機関のさがし方・やる気を出すためには、どうしたらいいのか等・発達に関する内容、進

路についての内容・アンガーマネジメントや子供との向き合い方について・友達ができない（どう

やって友達を作るのか）、悪口等いじめ対処方法、スマホを見過ぎる時間管理方法・子どもの怒り

のコントロールや学習のサポートの仕方について・家でできるトレーニングや声掛けの工夫など

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。

（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

どちらともいえない



はい いいえ 無回答

36 1 1

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。

ご意見

回答

どちらともいえない

4

・キャンセル待ちが何番目かやこの日は枠が空いてます等、掲示されたら便利だと思う・中身（設備）などのア

ンケートは保護者は中に入らないのでアンケートを取るのはむりがありますね、逆に子供たちへ保護者が聞くア

ンケートの方が分かりやすいのでは？と思います・「今月の振り返り」を毎月楽しみにしております、最近預け

ていないのでお忙しいとは思いますが宜しくお願い致します、子供のエピソードが分かるので普段目にする事の

出来ない姿を垣間見れます・本人は楽しく通っているが、様子が分からない（定期的な面談で様子を教えて頂け

るのでしょうか？）・迎えのとき等その日の出来事を教えて頂いてありがたいです・日々のご指導感謝しており

ます、イベントが多くなり子供もとても楽しみにしています、その日の様子を電話で丁寧に教えて下さり、悩み

にもアドバイスを下さったり、とても心強く思っております・ハピテラ行くの好きと楽しそうにしてます、いつ

もありがとうございます・いつもとても助けられています、通所して本当に良かったですし、もっと早くに通え

ていたらと思う程です、スタッフの皆様も親切で感謝ばかりです・本人がイベントで日にちを選んでいるような

ので（難しいと思いますが）活動（トレーニング）の内容を具体的にしてもらいたいです、トレーニング１、ト

レーニング２と分けて書いてもらいたいです・いつもありがとうございます、毎回楽しく通わせていただいてい

ます・開所時間などがわからなくなることがあるので毎月の予定表に時間を入れていただけると助かります・も

し人数に余裕のある日があったらアナウンスしてもらえたら嬉しいです、トレーニング後にみんな帰ってしまう

と残っているとさびしくなるので軽めの2回目トレーニングがあったら人数が増えて楽しめるのではないかと思

いました・いつも丁寧にみて頂いて感謝しております、息子も「今日ハピテラに行ける日だよね？」ととても楽

しみにしています・外遊びがもう少し増えたら嬉しいです・子供の様子があまりわからない、ふり返りの説明が

ほぼない時も多かった・1ヶ月の振り返りがあった方が通室での出来事も分かるし、家庭でもこんな事に気をつ

けていこう等考えて生活していけます（以前がそうでした）、学校にも放デイではこんな事があり、その際に指

導した事なども書かれてあったので先生にお願いしやすかったりもしました、指導員の方お仕事が増えてしまい

ますが、振り返りがある事でとてもためになっていました・アンケートはWEBやLINEアンケートにして下さる

とありがたいです・いずれ府中三中に通う事になるので、学区（中学）ごとにハピテラがあったら顔見知りがで

きて良いなと思う・たとえば、はじめての中学・クラス分け等「はじめまして」のメンバーに身を置いた時、

「よろしくね」等、打ちとけやすい言葉を自然と身につけられるカリュキュラムなどがあると、将来人とのコ

ミュニケーションや人づきあいがしやすくなるだろうと思う・通所回数が少ないため、アンケートに答えられな

いものが多かった

沢山のご意見を頂きありがとうございます。ご注意頂いた点、ご要望やご心配ご不安な所につきま

しては、早急に改善できるように努めてまいります。また、ご指示いただいている点については、

今後も継続するよう努めてまいります。これまで通りの風通しの良い教室を目指してまいりますの

で、お気づきの点やご心配事がございましたら、遠慮なくおっしゃってください。皆様からのご意

見を励みに、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。

（２）事業所の支援に満足している


