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 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 31 年 3 月 15 日～4 月 12 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：  37 件 

  （平成 31 年 3 月 15 日時点のご利用者様） 

 

５）調査内容： 以下、8 項目 30 問 

・ 施設/教室について  4 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 

・ 非常時の対応について  2 問 

・ 満足度   2 問 

・ その他ご意見（自由記述）  1 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： 

    送付数 ：37 件 

     回答数 ：28 件 

    回答率 ：75.7％ 

 

   次頁より詳細のご報告をさせていただきます。 
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【１】 施設・教室について 

 

(1) 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、すべての保護者の方から「十分である」との評価をいただきました。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、ご利用者様および職

員の増加に伴い、今後は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。活動内容に合わせた都度のレイア

ウト変更や整理整頓の徹底によって、より活動しやすい空間の維持を心がけてまいります。 

 

(2) 設備、備品の安全性 

 設備や備品については、「安全」または「ふつう」との評価をいただきました。教室の開所から２年半以上が経過し、棚な

どの設備備品も場所によっては劣化が見られるようになりました。必要に応じて設備の入替えも行いながら、安全面を

優先に対応してまいります。 

 

(3) スロープや手すりの設置などバリアフリー化について 

 

 バリアフリー化については、８割以上が「今のままで良い」とのご回答

をいただきました。また、「必要なお子様がいらっしゃれば、その時に相

談できれば良い」とのご意見もいただきました。引き続き、新たにご利

用を検討される方に対して必要性の聞き取りを行い、配慮が必要

な設備がある場合には都度の検討を実施させていただきます。 

 

 

(4) 清潔さについて 

教室全体、相談室、教室周囲について「清潔」あるいは「ふつう」との評価が大多数でした。トイレ、水周りについては、

ご利用になったことがない保護者の方も多く、「わからない」というご意見が半数程度でしたが、「手洗い場が少し汚く感じ

る」というご意見もいただきました。ビルの経年の影響もあり、金属部のサビ等も目立つ部分がありますので、可能な範囲

で補修等もしながら、清潔にお使いいただけるように対応してまいります。 
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【２】 スタッフ（職員）について 

 

 全体的に「良い」とのご評価をいただきました。その他、自由記述として「丁寧に接してくださっています」「子どもと向き合

って話してくださっています」とのご意見もいただきました。引き続き、社内研修等の機会も用いながら、子ども達のお手本

となるよう全職員の意識向上に努めてまいります。 

 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

責任者を除く）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し、基準を上回る

体制にしています。職員の専門性については、公認心理師、臨床心理士、社会福祉士、児童指導員、強度行動障が

い支援者等の資格を有する職員が中心となり、日々お子さまの支援にあたらせていただいております。引き続き、定期的

な勉強会や研修を通して、より専門性を高められるよう研鑽に努めてまいります。 

 

【３】 トレーニングについて 

ハッピーテラスの時間割は次表の通りです。30 分間の集団トレーニングを平日 3 時限、土曜や長期休暇中は午前午

後で 2 時限ずつ実施しています。トレーニング前後の余暇時間には、宿題や自主学習に取り組んだり、職員や他の子

ども達同士で工作をしたり、アナログゲームなどの遊びを通した活動を行ったりと、他者との関わりの中で社会性スキルを

高めるための時間となっています。 
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(1) 時間割（１コマ 30 分のトレーニング）     (2) 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） 

 

(3) 長期休み期間や土曜のトレーニング     (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 

 

(1)時間割、(3)長期休み中や土曜日のトレーニングの時間については、今のままでちょうど良いというご意見が大多数で

した。(2)主にコミュニケーション能力の向上を目指す集団トレーニングについては、9 割以上「効果がある」とご回答いただ

きました。「どちらとも言えない」については、コメントとして「利用開始から期間が経っておらず、もう少し経過を見ていきた

い」とのご意見をいただきました。 

(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は作成されているか については、す

べての保護者様に「はい」とご回答いただきました。日頃より、定期面談にお時間をいただきありがとうございます。基本的

に定期面談にて個別支援計画の見直しのご提案をさせていただいておりますが、気になること等ございましたら、それ以
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外のタイミングでもお気軽に職員までお伝えいただければと思います。 

 

(5) 活動プログラムが固定化しないように      (6) 学習的要素のあるトレーニング 

   工夫されている 

 

 (5)プログラムが工夫されているか についても、すべての保護者様に「はい」とご回答いただきました。日々のトレーニング

の内容や目的については、毎回連絡帳に記載させていただいておりますので、ぜひご覧ください。 

 (6)学習的要素については、７割程度の保護者様から「今まで通り」、３割の保護者様から「増やしてほしい」とのご回答

をいただきました。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

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方に向けて、パソコンやタブレットで学習が進められ

るオンライン教材「すらら」をご紹介しています。無料体験もできますので、詳細についてはお気軽に職員までお尋ねくださ

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、多くの方から肯定的な評価をいただきました。「保護者同士の連携」

については、「どちらとも言えない」とのご回答が７割程度あり、「進学や進学後の余暇の過ごし方について、経験者からの

話しを聞く機会が欲しい」とのご意見もいただきました。今後、保護者様同士の情報交換会、有識者によるセミナー等に

ついても、企画できればと考えております。 
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 「苦情への対応」については、約３割の保護者様より「どちらともいえない」とのご回答をいただきましたが、「そのような機

会がないためわからない」とのご意見を付記いただきました。今後、もしお気付きの点がございましたら些細なことでも教室

までご連絡いただくと共に、直接お話ししにくい場合などは大阪市またはお住いの市の市役所窓口までお伝えください。

窓口連絡先については教室入口の掲示や、ご契約時の重要事項説明書でご確認いただけますので、よろしくお願いい

たします。 

 

【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 

 
 ハッピーテラスでは個別支援計画の短期目標の達成度合いによる目標再設定のため、半年に１度以上の保護者面

談を実施させていただいております。(1)保護者面談の頻度 については、ほぼ全員の保護者様より「今まで通り」とご回

答いただきました。面談の時期になりましたら、職員より日程調整のお声がけをさせていただいておりますので、ご協力をお

願いいたします。 

 (2)保護者向けの勉強会等については、９割以上の保護者様に「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。(3)参加したいテーマとしてご意見いただいた内容は下記の通りです。 

 ・子どもとの関わり方 ・就労支援 ・親なき後 ・子育てにおけるアンガーマネジメント 

 ・父親の理解を高める内容 ・進路進学 

 貴重なご意見として頂戴し、これらの内容を取り入れた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、公的機関や親の会等の団体が主催するセミナーや講座につきましても、教室カウン

ターや掲示板等で都度情報提供させていただいておりますので、ぜひご確認ください。 

 

【６】 非常時の対応 

緊急時対応については、主にご契約の際に内容をご説明させていただいておりますが、感染症マニュアル等についての

周知説明に対して不十分な面がありました。この度、立案しております対応フローチャートを教室入り口に掲示いたしまし

たので、ご確認いただけますと幸いです。 

避難訓練については毎年 2 回、3 月と 9 月に実施しております。3 月の訓練では、淀川消防署から消防隊員の方にも

お越しいただき、災害時の行動についてお話をいただくと共に、非常階段を使って指定避難場所への避難訓練・ルート

確認を実施しております。 
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教室には、人数分のヘルメットや非常用持ち出し袋等の防災用具を備えております。災害発生時には、それらを使い

ながら、原則として緊急避難場所に設定しております北中島公園（大阪市淀川区宮原 5-7）へ、職員の誘導のもと避

難を行います。合わせて、ご契約時に提出いただいた緊急連絡先に可能な限りご連絡（原則お電話）を差し上げますの

で、今後緊急連絡先の変更等ございましたら、必ず教室までお伝えいただきますようお願いいたします。 

非常時対応に関して、「津波来襲の際の避難」についてご質問をいただきました。津波来襲の際の避難方法に関して

も、大阪市のガイドラインに沿って行動いたします。具体的には、「津波浸水想定区域外へ避難すること」「区域外への

避難が困難な場合や時間的余裕がない場合は、もよりの津波（水害時）避難ビルや鉄筋コンクリート造など堅固な建

物（昭和 56 年以降の新耐震基準による建物）の 3 階以上に、安全を確認の上、避難すること」とあります。ハッピーテラ

ス 寄りの津波避難ビルとしては、北中島小学校（大阪市淀川区宮原 5-3-4）があり、状況に応じてこちらへの避難を

実施します。また、ハッピーテラスの入っている東明ビルは、新耐震基準に適合した鉄筋コンクリート造となっており、かつ

教室がビルの 5 階に位置しておりますため、時間的余裕や周辺の状況によっては、あえて教室内にて待機する可能性も

ございます。 

子ども達へのアプローチとしては、毎年 9 月にトレーニングプログラムの週間テーマとして「火の扱い／防災」を設定し、意

識向上にも努めております。引き続き、教室全体で非常時への備えを継続してまいります。 

 

【７】 満足度 

 

 教室の満足度については、86%の保護者様に、「子どもは通所を楽しみにしている」とお答えいただきました。また全ての

保護者様から、「支援に満足している」との評価をいただきました。 

ハッピーテラスでは、子ども達が日々のトレーニングにできるだけ全員が楽しく参加できるよう、トレーニング担当職員を中

心に、毎日プログラム立案に取り組んでおります。しかしながら様々な活動の中で、時には苦手な活動があったり、集団

の中で我慢をしなければならなかったりすることもあるかもしれません。そのような場面でも、「ちょっとだけ頑張ってみたこと」
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「苦手だときちんと伝えられたこと」等、子ども達の小さな頑張りを見逃さず、しっかりと褒めてあげることで自信を持って次

の行動に繋がっていくよう努めてまいります。 

現状のご評価に満足することなく、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 

 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、ありがとうございました。下記の通りご紹介と共に

ご回答させていただきます。 

 

◆いつも楽しみに教室に通っています。先生方の雰囲気も大変よく、何かあればすぐに相談に乗ってもらえると感じていま

す。日々のイベント内容も、とても工夫されており、とても喜んでおります。 

うちは、遠方から通っている為、もし何かお願い出来るとすれば、送迎があれば嬉しいなと思います。 

（ご回答） 

送迎を行っていないことに関し、大変ご不便をおかけしております。日頃よりお子さまを送迎いただきありがとうございま

す。 

ハッピーテラスでは、送迎に関して様々なご意見ご要望があることを承知の上、あえて行っておりません。それは、子ども

達が将来、自分の力で自分の行きたいところへ出かけられるようになってほしいという、私達の強い思いの表れでもありま

す。周囲の安全に気を配る、交通ルールを知る、マナーを守って公共交通機関を使う、時間を意識する etc... 「自力で

出かける」という行動には様々なスキルを必要としますが、それらは将来子ども達が社会へ出ていくために 低限必要な

スキルとなります。ご家族の皆様と一緒に、そうしたスキルを育てていければと考えております。 

ハッピーテラスでは、日々のトレーニングの中でも「生活スキル」の一つとして定期的に学べる機会を提供します。また、自

力通所に向けての練習として、近隣駅やバス停へのお迎え等のサポートはできる限り対応させていただきたいと考えており

ますので、ご要望がありましたらぜひ一度ご相談ください。 

 

◆参観日の様なイベントや、普通の子供達の様子が見れる機会もあれば嬉しいです！いつもありがとうございます。 

（ご回答） 

これまでハッピーテラスの中でのお子さまの様子を見ていただける機会がほとんど作れておりませんでした。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、ご希望があれば普段の教室でのお子さまの様子を

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。 

 

◆地域によっても支援の差があったり、学校の先生の経験も差があるので、意見交換の場があればうれしい。 

（ご回答） 

 アンケートの中でも、保護者同士の意見交換の機会や、勉強会等で学べる機会をご希望の声をいただきました。保護

者向けのイベントにつきましても、積極的に開催を検討していきたいと考えております。テーマや時期等を検討し、決まりま

したら改めてご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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 ご意見ご要望以外に、嬉しいコメントもいただきました。下記にいくつか紹介させていただきます（原文のまま）。 

 

◆いつも、きめ細かく見ていて下さりありがとうございます。 

トレーニングで学んだ内容を家でも教えてくれたり、楽しんで通わせていただいています。 

 

◆今年に入ってからは、なかなか参加できなくて、また振り出しに戻ってしまった部分もあったかとは思いますが、子供もゆ

っくり成長していて、その時の課題等を取り組もうとする姿勢も出てきたとは思います。また、これからも宜しくお願い致しま

す。 

 

◆いつもお世話になり、ありがとうございます。居心地が良いのか？友達がいるのか、デイに行くのを楽しみにしています。

心身共に成長していく子どもを、よろしくお願いします。 

 

◆いつも楽しく教室に通っています。ここでもカリキュラム等は息子にはすごくあっていて、学校以外で学ぶことの大切さを

親子ともに感じています。 

 

◆子どもが楽しく通っているのが何よりです。「今月の振り返り」の短期目標の評価や取り組み内容、短信を見て子ども

の成長を感じています。 

 

◆本人のことをよく理解して頂きありがたく思っています。これからもよろしくお願い致します。 

 

◆常に保護者により添う体制をとっていただいているという安心感があり、感謝しています。子供と私にとっては、なくてはな

らない存在になっています。今後共宜しくお願い致します。 

 

◆子どもがハッピーテラスに通うのを楽しみにしているのが何よりありがたいです。いろんな年代のお子さんたちと共に過ごす

中で学ぶ事も多くあるようで、少しずつ成長している様子が感じられ嬉しく思っています。今後もよろしくお願い致します。 

 

◆いつも子どもの事を温かく支援して頂きありがとうございます。子どもも自分の学校・家以外の居場所と安心して通って

いるように思います。これからもよろしくお願いします。 

 

 

 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。 


