
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

②机・いすについて、「小学生低学年には大きくて使いづらい」、「大きなパイプ椅子なので疲れてしまう」というご意

見がありました。現在、小学校低学年で疲れが見られる場合は、マットの上での活動を行っています。今後、サイズに

合った椅子の購入等検討します。

（２）「帰りにのぞいている時点では確保されていると思う」というご

意見がある一方で、「小休止ができる場所があると良い」「中学生には

狭い印象」「人数が増えてくると狭く感じる」というご意見がありまし

た。運営基準としては、基準を満たしておりますが、活動によって狭い

と感じることがあるかもしれません。スペースを有効に使う、レイアウ

ト等を工夫する等の配慮に努めてまいります。

【ドアにインターホンを設置】 　【扉に指挟み防止を設置】

①扉について「外から知らない人も簡単に入ってこられるので、何か対策を講じているのか知りたい」、「手を挟んでし

まわないか、急に飛び出して路上に行ってしまわないか心配あり」、「扉に指が挟まらないか心配」というご意見があり

ました。

対策として、1、エントランスを施錠し、ドアにインターホンの設置。　2、教室・面談室の扉に、指挟み防止を設置。

以上の対策を実施しました。今後もお子さまが安全に過ごしてもらえるように、安全管理を徹底していきます。
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２、スタッフについて

スタッフの①身だしなみ　②言葉づかい　③態度についてはいずれも「良い」「ふつう」の評価でした。今後も徹底して

まいります。

（３）大多数の方が「清潔」「ふつう」と回答していただきました。ハッピーテラス東浦和教室では、毎日掃

除をし、教室内の消毒を徹底しています。引き続き、気持ちよく利用していただけるよう、掃除・衛生面を徹

底していきます。

④配置人数、専門性については、「適切である」が大多数で

した。配置人数については、１０名に対し３名以上のスタッ

フで配置しています。

専門性について「先生の専門や経歴が不明なので専門性があ

るか分からない」というご意見をいただきました。専門性に

ついては、教室入口に資格等の掲示をしております。また今

後、通信等でお知らせしていく予定です。
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3、トレーニングについて

③子供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か

②「はい」と回答した方が大多数でした。「プログラムはす

ごく多様だと思う」「イベント等子供のリクエストが反映さ

れてて良い」というご意見をいただきました。今後も楽しく

トレーニングできるよう、工夫して多様なプログラムを立案

していきます。また、「年齢別の活動プログラムを増やして

ほしい」というご意見もありました。3時間目は、中高生に

よる話し合いや個別課題に取り組んでいます。今後も保護者

のご意見を参考に、お子さまそれぞれの課題に合わせ、プロ

グラムを実施していきます。

④「現状のままでいい」というご意見がある一方で、学習的

要素を増やしてほしいが５７％でした。ハッピーテラス東浦

和教室では、コミュニケーション力の育成のための集団ト

レーニングを行っています。その中には、「学習スキル」

「身体スキル」「生活スキル」「社会性スキル」が入りま

す。その中の一つの「学習的スキル」の中にご要望の多い、

学習的要素を積極的に取り入れていきたいと思います。また

「年齢的な事で利用者が小学生が多いので、中学生のトレー

ニングに不安がある」というご意見がありました。３時間目

のトレーニングでは、小学校高学年以上が多いため、そのお

子さまの課題に合わせて学習的要素を積極的に取り入れてい

きたいと思います。

①集団トレーニングの効果があると回答した方が大多数でし

た。「効果があるかわからない」というご意見については、

継続的に通うことで効果が見られるため、継続的に通うこと

をおすすめします。

③大多数の方が「はい」と回答しました。初回面談時のアセ

スメントから、3か月に１回の面談時に保護者のニーズやお

子さまの課題を聞き、個別支援計画書を作成しております。

また、個別支援計画書の更新の前月に個別支援計画書会議を

職員全体で行い、情報共有、今後の課題について話し合いを

しています。
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４、保護者への説明等について

⑥通信などで活動概況や予定などを子どもや保護者に発信しているかでは、ほとんどの方が「はい」と回答し、「毎月の

通信楽しみです」とのご意見をいただきました。楽しみにしていただけるような内容で、今後も発信していきます。

⑦個人情報に十分注意しているかでは、回答は「はい」が１００％でした。個人情報の書類等は鍵付きの車庫に入れてい

ます。今後も個人情報の漏洩に十分配慮し、職員の研修等で徹底していきます。

①子どもの発達状況や課題について共通理解ができているかに関しては、トレーニングでの様子を連絡帳でお伝えさせて

いただいています。また面談時の内容を職員全体で、それぞれのお子さまの課題や支援の仕方を共有しています。今後も

保護者の方と共通理解をしながら支援していきたいと思います。

②支援内容・利用者負担について説明があるかでは、大多数の方が「はい」と回答していただきました。利用契約時に支

援内容や利用者負担について説明させていただいています。変更がある場合は書面でお知らせいたします。

④苦情に迅速かつ適切に対応しているかでは、「苦情があったのかわからない」「特に苦情の場面に当たったことがな

い」とのご意見がありました。苦情先に関しては、契約時にご説明をしています。また教室入口にも苦情受付先について

掲載しております。もし苦情があった場合は速やかに対応し、対応した内容を共有していきます。

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、「学校での問題に対して迅速に面談を設定して頂きあ

りがとうございました」とのご意見がありました。お困りのことがありましたら、随時面談を受け付けています。

⑤情報伝達のための配慮があるかでは、「毎月振り返りを頂いて連絡帳だけでは分からない様子を知ることができる」と

いうご意見がありました。今後も連絡帳や毎月の振り返りでお子さまの様子をお伝えしていきます。また、「時々活動や

過ごし方の詳細をもう少しお伺いしたいことがある」というご意見がありました。対策として、入口の廊下に毎日のト

レーニング内容と目的を掲示することになりました。その他、面談・送迎時に活動の様子をお伝えしていきます。
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５、保護者向けの企画について

②保護者向けの勉強会については、「内容によって参

加したい」「参加したい」が大多数でした。

どのような内容を希望するか：「コミュニケーション

術、学習方法、日常生活援助」「支援してくれそうな

中学の紹介・将来の就職・男女交際」「家でできる療

育的な関わり方」「思春期を迎える発達障碍児への関

わり方」「コミュニケーションの取り方・話し方」

「今後の進路について参考となる状況提供等」「ペア

トレーニング・コーチング・アンガーマネジメントな

どの勉強会」「思春期児童とのかかわり方・性的なこ

とへの対応」「同じような子供を持つ方の経験談」

「知的障碍者の就職・お金事情・暮らしについて」

たくさんのテーマを出していただきました。ありがと

うございます。今後、保護者に向けた勉強会をご意見

を参考にしながら検討していきたいと思います。

⑧保護者同士の連携では、「保護者同士情報交換がで

きる場があると良い」「今後保護者同士の連携が必要

を感じる時が出てくるかもしれない」とのご意見をい

ただきました。保護者参加型のイベントで保護者同士

の関わりを持つ機会を積極的に作っていきたいと思い

ます。

①面談については「現状のままでよい」というご意見

をたくさんいただきました。また、「問題が起きた時

に相談したいことがあるが、タイムリーに面談は難し

いと思う」とのご意見がありましたが、何かご相談し

たいことがありましたら随時面談を行っていますの

で、遠慮なくご連絡ください。
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６、非常時の対応

７、満足度

①子供は通所を楽しみにしているかでは「はい」と回

答した方が82％でした。「ものすごく楽しみにしてい

ます」「スケジュール変更は難しいですが、計画表を

見て行きたいこともある」「学校や習い事は嫌がるが

ハッピーは喜んで通っている」などのご意見をいただ

きました。一方で「いいえ」「どちらともいえない」

の回答もあり、「イベントに参加しなくなった」との

ご意見もありました。

この結果について真摯に受け止め、今後の改善に努め

てまいります。また、多様なトレーニングやイベント

を立案し、満足していただけるよう支援の向上に努め

てまいります。

②事業所の支援に満足しているでは、ほとんどの方が

「はい」との回答でした。今後も満足していただける

よう、職員の質の向上やトレーニングを工夫し、楽し

く通ってもらえるように職員一同努めてまいります。

①定期的に防災訓練など行われているかでは、ほとんどの方が「はい」との回答でした。ハッピーテラス東浦

和教室では毎月１回防災訓練を行っております。お子さま全員が参加できるよう、日程を設定しています。

②緊急対応・防犯・感染マニュアルを周知について、教室入口の掲示物やお知らせ等で情報を提供していきま

す。
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７、その他

〇駐車場をもう少し増やしてほしい

→お迎え時に、駐車場が混雑して申し訳ございません。改善に努めてまいります。

〇いつもあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。

→こちらこそありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

〇いつもありがとうございます。（複数）

→こちらこそ、いつもありがとうございます。

〇送迎があれば助かります。土曜日一日参加してみたい。

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。

〇温かい目で本人を見ていただき、ありがとうございます。本人も楽しみにしています。家でできないことをハッピーで

やってもらい調理など意外にできていて驚きました。これから慣れていくにつれ本人のこだわりが生じていくことも考え

られます。その際は一緒に考えて頂けたらと思っております。

〇2年間ハッピーに通いその曜日は自分の放課後の居場所として楽しく安心して過ごしています。先生やお友だちともコ

ミュニケーションを取り毎回楽しそうです。

〇子供の状況に応じてフレキシブルに対応していただきとても助かります。イベント企画など大変だと思いますがいつも

とても楽しみにしております。

→ありがとうございます。今後も「やってみたい！」と思うようなイベント企画を考えていきます。今後もお子さまの状

況に合わせて支援をしていきます。

→こちらこそいつもありがとうございます。今後もお役に立てる存在でいられるように、よりよい教室作りに励んでまい

ります。

→送迎については、自立の一環として行っておりません。今後、自力で来られるようサポートをしてまいります。土曜日

に空きがあればご参加いただけますので、ぜひお申込みください。

→現在、メールでの連絡が取れるように準備中です。今しばらくお待ちください。今後、連絡漏れがないよう徹底してま

いります。

→こちらこそ、いつもありがとうございます。ハッピーテラスで様々な経験ができる場を作っていきたいと思います。今

後も職員一同支援を続けていきます。

〇いつも親身に見て頂きありがとうございます。家庭と学校だけだと親子共々息がつまることもありそうな気がするの

で、ハッピーの存在があってよかったと思います。これからもよろしくお願いいたします。

〇他事業所でメール利用できるので体調不良などの連絡を早くできとても便利です。〇曜日利用のみで追加イベントが急

に入った時など連絡が来ない時もありハッピーテラスのメールアドレスがあるといいなと思います。

→ありがとうございます。私たちも毎回お子さま一人ひとりとのコミュニケーションが楽しいです。今後も安心して過ご

してもらえるように、一人ひとりの個性を大切にし、お友だち同士の関わりあいを大切にしていきたいと思います。



　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。

→ありがとうございます。どんな些細なことでもいつでもご相談ください。連絡帳・お電話、またはお迎えの時にお声か

けください。もし面談をご希望でしたら随時面談を行っていますので、遠慮なくお申し出ください。

→トレーニングの様子をご希望の場合は、いつでもご見学いただけます。今後も楽しく過ごしておらえるように、一人ひ

とりの気持ちを大切に支援していきたいと思います。

〇ハッピーテラスに行くことが、学校に行くのと同じように生活の一部になっていて毎回楽しみにしています。連絡帳や

振り返りで様子は聞いていますが、トレーニングの様子を知れる機会がもう少しあれば実際の様子を実感できると思う。

（集中力が途切れたり見学しても見つかってしまったりと難しいところはありますが）学校とはまた違う環境で少人数で

複数の先生に見て頂けるため、親としては安心して通わせています。本人も学校より自分を出しているのではと思いま

す。こういった施設に出会い通わせることができ大変有難く思います。

〇通ってから子供が変化しているのがよく分かります。何か相談したい時先生がたくさんいるのでどの先生に相談すれば

いいのか、どこまで相談してよいのか悩みます。連絡帳でいいのか電話した方がいいのかお迎えの時は忙しいと思うので

皆さんはどのようにされているのでしょうか？

〇子供を安心してお預けしています。親の悩みにも耳を傾けて丁寧に対応してくださり本当に感謝しています。外出の機

会はとても貴重なのでいつも喜んで参加させていただいています。地域の方、高校生、大学生のボランティアの方などが

いると周囲社会とのつながり作りになるのでは？と思います。

→こちらこそ、いつもありがとうございます。外出の機会を今後も作っていきたいと思います。地域の方とは、イベント

やトレーニングの一環で交流を持つ場を作っています。また、長期休みにはボランティアを募集し、昨年は高校生のボラ

ンティアの方が一日２名ほど参加していただきました。今年もボランティアの方に来ていただく予定です。

〇いろんな工夫をしてイベントや授業をして下さるのでハッピーが大好きです。ありがとうございます。大変だと思いま

すが頑張ってください。応援しています。

〇今は曜日ごとにメンバーが決まていますが必ず〇曜日というのがきつく感じている。先日面談でご了承いただき少し曜

日を散らせるようになり有難いです。子供にとっては決まった曜日の方が安心なのかもしれませんが。最近では、子供が

イベントの予定を読めるので「〇〇に出たい」と言うようになりました。曜日が違ってなかなか参加できない場合もある

のでキャンセル待ちの制限もあり大変かと思いますがもう少しゆるくやっていただけたらと思っています。（行政の方針

であることは分かっています）いつも感謝しております。

→今後も楽しくトレーニングに取り組めるように、工夫したトレーニングを考えていきます。いつも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。基本は曜日契約になりますが、空きがあれば他の曜日でもご参加いただけま

すので、お申込みください。キャンセル待ちがあり、申し訳ございません。皆さま平等にご参加いただけるように調整し

ています。


