
ハッピーテラス東三国教室ご利用者アンケート 集計結果レポート 

 

１）アンケート実施の目的： 

教室の運営方法やサービスの提供内容を保護者様がどのように感じているかを把握し、 改善に努め、

より安心して利用して頂ける教室運営に活かすこと 

 

２）実施期間：平成 30 年 3 月 20 日～4 月 10 日 

 

３）実施方法：アンケート用紙による調査（無記名方式） 

 

４）送付数： 27 件 

 

５）調査内容：以下、7 項目 32 問 

・施設/教室について  7 問 

・スタッフについて   4 問 

・トレーニングについて  6 問 

・保護者への説明等について  8 問 

・保護者向け企画について  3 問 

・非常時の対応   2 問 

・満足度    2 問 

あわせてそれぞれについてのご意見を自由筆記いただきました。 

 

６）調査結果： 

   対象者数：27 件 

   回答数 ：18 件 

   回答率 ：66.7％ 

 

   以下より詳細のご報告をさせていただきます。 

  



【１】 施設／教室について 

 

(1) 扉・机・イスの形状や安全対策について 

 

 扉・机・イスの形状や安全対策については、約７割が安心とご回答いただきました。故障箇所がない

か、ネジの緩みがないか等、毎日の掃除の際に点検を行っております。また、硬い角部へのクッション材の

配置や、指挟み防止ガードの設置なども進めており、さらなる安全対策を講じてまいります。 

 

(2) 子どもの活動スペースが十分に確保されているか 

 

 活動スペースについては、「体を動かすのには狭い」とのご

意見をいただきました。当教室では、法で定められておりま

す広さの基準（1 人当たり 2.47 ㎡）に対し、倍以上の広さ

（5.36 ㎡）を確保しておりますが、机やイスを配置している

関係上、活動内容によっては狭さを感じることもあるかもし

れません。都度の整理整頓や活動内容に合わせたレイア

ウト変更によって、より活動しやすい空間づくりを心がけてま

いります。 

 

(3) 清潔さ 
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 教室全体、トイレ、相談室、外側いずれも清潔あるいはふつうの評価が大多数でした。トイレ、水周り

についての「その他」のご回答内容としては、「見ていないのでわからない」というご意見でした。 

 「教室全体が明るく清潔で玩具も整理されていて安心です」というコメントもいただきましたが、引き続き

皆様が気持ちよく過ごせる環境づくりに努めてまいります。 

 

【２】 スタッフについて 

 

 全体的に良いとのご評価をいただきました。言葉づかいについては「とても丁寧です」とのご意見があった

一方、「ゆっくりと話す（話してほしい）」とのご指摘もいただきました。社内研修等の機会も用いながら、よ

り良い話し方について全職員が意識向上できるように対応してまいります。 

 配置人数については、放課後等デイサービスの基準として 10 名の利用者に対して 2 名の職員（児童

発達支援管理責任者以外）の配置が義務付けられています。当教室では 10 名に対して 3 名以上の

職員を配置するよう努めており、基準を上回る体制にしております。配置人数だけでなく、社内外の研修

や資格取得を通して、職員が行う支援の質のさらなる向上を図ってまいります。 

 

【３】 トレーニングについて 

 

(1) 時間割（開始時間）        (2) 集団トレーニング 
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(3) 土曜日（休校日）のトレーニング       (4) 子どもとの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 

 

 

(5) 活動プログラムが固定化しないように工夫   (6) 学習的要素 

   されている 

 

 

 (1)時間割や(3)土曜日のトレーニングについては、今のままでちょうど良いというご意見が大多数でした。

休校日については、17 時まで開所しておりますが、「18 時まで開所しているとありがたい」とのご意見もい

ただきました。特にお仕事をお持ちの保護者様にとって、お迎え時間の関係でご不便をおかけすることもあ

るかと思いますが、現在は朝 9 時からの開所とさせていただいております関係上、どうしても 17 時までの開

所時間となっていることをご理解頂けますと幸いです。開所時間につきましては、今後見直しが必要な場

合には、保護者の皆様からのご意見も頂戴しながら慎重に検討してまいります。 

 (5)活動プログラムについては、固定化されないように工夫されているという評価を多くいただきました。週

間活動プログラムは毎月発行している「ハッピーテラスだより」にてお知らせしていますのでぜひご覧ください。 

 (2)集団トレーニングについては、「効果がある」とのご評価を多数いただきました。また、(6)学習的要素

については、半数の保護者様から「増やしてほしい」とのご回答をいただきました。「その他」「回答なし」の

ご意見の内容としては「今のままで良い」「ちょうど良い」とのことでした。 

 ハッピーテラスでは、自立に向けた学習スキルとして基礎的な読み・書き・計算を取り入れたトレーニング
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も行っておりますが、より学力の向上に特化した学習支援をご希望の利用者様に向けて、自立した学習

の習慣を身につけるきっかけとなるような教材のご紹介についても検討を進めております。ご紹介可能な段

階になりましたら、別途当教室よりご案内させて頂きますので、今しばらくお待ちください。 

 

【４】 保護者への説明等について 

 
 保護者向けの説明等についての問いに対しては、多くの方が説明、共通理解、支援があるとのご回答

をいただきました。活動概況を発信しております会報「ハッピーテラスだより」に対しては、「もう少し早めだと

助かる」「もう少し早く次月のイベントの予定を公表してほしい」というご意見をいただきました。現在は月の

振り返り（月次短信）等と一緒に月中頃お届けをしておりましたが、これを改め、月の初めには発送できる

ように変更します。これにより、月初め（ハッピーテラスだより、請求関係書類等）、月中頃（振り返り等）の

月２回の書類お届けとなりますので、よろしくお願いいたします。 

 

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 

 保護者同士の連携については、約 3 割の方

に「支援を求める」とのご回答いただきました。

平成 30 年度は、何らかの形で保護者様同

士の交流が持てる会を企画したいと考えており

ます。時期内容ともに企画をし、まとまった段

階で改めてお知らせをいたしますので、よろしく

お願いいたします。 
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【５】 保護者向けの企画について 

(1) 保護者面談について              (2) 保護者向けの勉強会等の企画があった場合 

 

 (1)保護者面談については、65%の「その他」のご意見をいただきましたが、その内容としては「今のままで

大丈夫」というものでした。残りの 35%の方には「増やしてほしい」とご回答いただきました。当教室では 6 か

月に 1〜2 回の面談を実施させていただいておりますが、これらの定期面談以外にも、保護者様からのご

希望があればいつでも実施いたしますので、都度職員にお声がけください。 

 (2)保護者向けの勉強会等については、全ての保護者様に「参加したい」「内容によっては参加したい」

とご回答いただきました。参加したい内容としてご意見いただいたものを下記に示します。 

 ・発達や療育 ・視覚支援 ・お友達との付き合い方 ・子どもの理解や対応の仕方 

 ・統合感覚の改善方法 ・悩み相談会（保護者会） ・子どもの年齢ごとの課題について 

 ・子ども同士のトラブルへの対応例 ・進路、進学、就職、自立後の生活について（体験談ほか） 

 ・現在の社会的な立場から受けられる行政サービスや福祉サービス等について 

 貴重なご意見として頂戴し、これらの内容を取り入れた職員による保護者向け勉強会や、外部講師を

招いたセミナーなどを企画していきたいと考えております。また、公的機関やその他団体が行う地域のセミ

ナーや講座につきましても、教室掲示板等で都度ご案内させて頂きます。 

 

【６】 非常時の対応 

 

 非常時の対応については、ご契約の際に重要事項説明で内容をご説明させていただいております。また

防災訓練については「火事の発生」を想定し、避難訓練を年に 2 回、3 月と 9 月に実施しています。 

3 月の訓練では、地域の消防署から消防隊員の方にもお越しいただき、ダミー消火器を使った消火訓練
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も合わせて実施しております。 

 

【７】 満足度 

 
 教室の満足度については、9 割以上の方に「楽しみに通所している」「支援に満足している」とご回答い

ただきました。現状に満足することなく今後 100%の満足度をいただけるよう、職員一同、より信頼いただけ

る教室づくりに励んでまいります。 

 

【８】 その他ご意見 

 最終設問の自由記述欄にも、多くの保護者様よりご意見をいただきました。誠にありがとうございます。

下記の通りご紹介と共にご回答させていただきます。 

 

◆いつも教室を楽しみに通っています。ありがとうございます。親の子供に対する悩みも聞いて下さり、親

子共々、ほっとできる場所でもありますので、とても感謝しております。今後、お願いしたい事といえば、もし

可能であれば教室で一緒に過ごしているお友達の性格や自分の子供との関わり方などをもっともっと知れ

ればいいなと感じます。子供にお友達の事を聞いてもやはり的確な言葉で知る事が難しく、子供がどのよ

うなお友達との関わりがしやすいのかなど、相手のお子様の事を少し知っていれば、もっと理解できるので

はと思います。ただ個人情報など、色々な問題もあるかと思いますので、あくまで希望です。親子で教室

でお友達と関われることが出来れば大変うれしく思います。いつも細かいご配慮を頂きありがとうございま

す。 

 

（ご回答） 

 これまで教室でのお子さんの様子を見ていただける機会がなく、不安に思われることもあったかと思いま

す。今後、親子でご参加いただけるイベントなども企画していきたいと考えておりますが、ご希望であれば

教室でのお子さんのご様子を相談室からご見学いただく機会も提供させていただきます。日程だけ事前に

調整させて頂ければと思いますので、お気軽に職員までご相談ください。貴重なご意見、ありがとうござい

ます。 

 

◆走り方や縄跳びなど運動を専門的に教えて頂ける企画があれば、有料でも参加したいと思います。 

通常の習い事ではついていけないのか、すぐ辞めてしまって続かなかったので。 
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いつも本当によくして頂いて感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。 

 

（ご回答） 

 教室で普段行なっている身体スキルのトレーニングは「コーディネーショントレーニング」の理論に基づいて

実施しておりますが、どうしても屋内で実施できる活動に制約があり、特にご希望の「走る」「跳ぶ」につい

ては実施できていないのが現状です。普段のトレーニングでは難しいものの、屋外活動等のイベントを通し

て、今後不定期でも実施の機会が作れればと考えております。貴重なご意見、ありがとうございます。 

 

◆特に意見は通い始めたばかりなのでありませんが、又このようにアンケートをしていただけたら、お世話に

なっていく中で色々でてくるかと思います。 

 

（ご回答） 

 アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。今後も年に一度、毎年実施させていただき、より良

い教室づくりに役立てて参りたいと思います。貴重なご意見、ありがとうございます。 

 

 ご意見以外にも、嬉しいコメントもいただきました。下記に紹介させていただきます。 

 

◆いつも丁寧に見て下さって有難うございます。 

評価しっかりして下さり、トレーニングして下さっているので、この子が大人になっていくのに必要な物を１つ１

つ獲得しているのを感じます。 

 

◆通所するようになって、子供が自信を取り戻したように感じます。 

明るく前向きに過ごせるようになり、先生方のご指導やご対応の仕方が大変良いのだと思います。 

大変感謝しております。 

まだまだこれからも色々な課題がありますが、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

◆子どもが楽しいと言っているので安心しています。 

 

 

 多くの温かいメッセージに職員一同、本当に嬉しく思います。まだまだ至らぬ点も多々あるかと存じます

が、今回いただいたご意見を真摯に受け止め、引き続き、より皆さまに信頼いただける教室を目指してま

いりたいと思います。 

 引き続き、ハッピーテラス東三国教室をよろしくお願いいたします。 


