
ガイドライン 保護者評価

ハッピーテラス焼津教室

令和元年度



アンケート概要

実施時期 令和２年２月１７日～３月１０日

アンケート対象者 ハッピーテラス焼津教室 利用保護者

実施方法 手渡しにより配布し直接回収

無記名による自記式アンケート

配布数 回収数 回収率

３０ ２２ ７３．３%



実施アンケート票

環境整備・体制整備 はい
どちらとも
いえない

いいえ
各項目についてご意見・ご希望などご
ざいましたらご記入ください。

1
利用定員と指導訓練室〈トレーニングスペース〉は適切な広さだと
思いますか。

2 職員の配置数は適切だと思いますか。

3 職員の専門性・スキルに満足していますか。

4
児童の療育トレーニングに役立つゲーム玩具・備品などの内容は
適切だと思いますか。

5
事業所の清潔感、整理整頓など適切に管理・運営されていると
思いますか。

6 事業所内の安全性、配慮などは適切に行われていると思いますか。

適切な支援の提供 はい
どちらとも
いえない

いいえ
各項目についてご意見・ご希望などご
ざいましたらご記入ください。

7
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後
等デイサービス個別支援計画の作成を行っていると思いますか。

8
ハッピーテラスの療育プログラムを活用していますが、プログラムの
内容は適切だと思いますか。

9
ハッピーテラスの療育プログラムを活用するだけでなく、児童の特性
に合わせた指導案の作成など工夫されていると思いますか。

10
SSTのプログラムだけでなく、宿題への取り組みや学習支援等日常生
活のサポートも適切に行われていると思いますか。

11
相談支援事業所との担当会議への出席者は、適切な担当者が
参加していると思いますか。

12
学校との連携のための情報交換、連絡調整（トラブル発生時の連絡
など）適切に行っていると思いますか。

13
就学前に利用していた子ども園や幼稚園、児童発達支援事業所など
との情報共有ための活動に取り組んでいると思いますか。

保護者への説明等 はい
どちらとも
いえない

いいえ
各項目についてご意見・ご希望などご
ざいましたらご記入ください。

14
支援の内容、利用者負担などについて、丁寧な説明を
受けられましたか。

15
日頃、お子様の状況などを保護者と連絡を密にし、発達の状
況や課題の共通理解を得る対応がなされていると思いますか。

16
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
ていると思いますか。

17
父母の会の活動を支援したり、保護者会の開催する等により、
保護者同士の連携を支援していると思いますか。

18
お子様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、お子様や保護者に周知し、苦情があった場合に迅速
かつ適切対応できていると思いますか。

19
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行動予定、
連絡体制等の情報をお子様や保護者に対して発信していると
思いますか。。

20
お子様や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮が
なされていると思いますか。

21 個人情報の取り扱いが十分注意されていると思いますか。

非常時等の対応 はい
どちらとも
いえない

いいえ
各項目についてご意見・ご希望などご
ざいましたらご記入ください。

22
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュア
ルを策定し、職員や保護者に周知されていると思いますか。

23
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な
訓練を行われていますか。

満足度 はい
どちらとも
いえない

いいえ
各項目についてご意見・ご希望などご
ざいましたらご記入ください。

24 お子様はハッピーテラスに行くことを楽しみにしていますか。

25 ハッピーテラスの支援について満足していますか。



アンケート結果＜環境整備・体制整備＞

設問 はい
どちらとも
いえない

いいえ 無回答

1
利用定員と指導訓練室〈トレーニング
スペース〉は適切な広さだと
思いますか。

５０％ ４１％ ９% 0%

2 職員の配置数は適切だと思いますか。 ９５% ５% 0% 0%

3
職員の専門性・スキルに満足して
いますか。 ８７% １３% 0% 0%

4
児童の療育トレーニングに役立つ
ゲーム玩具・備品などの内容は適切
だと思いますか。

６４% ３６% 0% 0%

5
事業所の清潔感、整理整頓など適切
に管理・運営されていると思いますか。 ８２% １８% 0% 0%

6
事業所内の安全性、配慮などは適切
に行われていると思いますか。 ７７% ２３% 0% 0%

指導訓練室につきましては、都度指摘
されますが、子どもの動き、遊びに対し
常時指導員がトラブルのないように努
めております。
近隣5ヶ所の公園を利用する等子ども

達が遊ぶ為の環境への配慮は今後も
行っていきたいと思います。

利用者間でも、ハッピーテラスのルー
ティンを理解してスムーズに行動できる

子供たちが増えていることは嬉しく思い
ます。



アンケート結果＜適切な支援の影響＞

設問 はい
どちらとも
いえない

いいえ 無回答

7

子どもと保護者のニーズや課題が客観的
に分析された上で、放課後等デイサービ
ス個別支援計画の作成を行っていると
思いますか。

９１% ９% 0% 0%

8
ハッピーテラスの療育プログラムを活用して
いますが、プログラムの内容は適切だと
思いますか。

８２% １８% 0% 0%

9
ハッピーテラスの療育プログラムを活用する
だけでなく、児童の特性に合わせた指導
案の作成など工夫されていると思いますか。

９１% ９% 0% 0%

10
SSTのプログラムだけでなく、宿題への取り
組みや学習支援等日常生活のサポートも
適切に行われていると思いますか。

９１% ９% 0% 0%

11
相談支援事業所との担当会議への出席
者は、適切な担当者が参加していると
思いますか。

７７% １４% ９% 0%

12
学校との連携のための情報交換、連絡調
整（トラブル発生時の連絡など）適切に
行っていると思いますか。

７３% ２７% 0% 0%

13
就学前に利用していた子ども園や幼稚園、
児童発達支援事業所などとの情報共有
ための活動に取り組んでいると思いますか。

８２% １８% 10% 0%

「適切な支援」についての項目については、保護者
様のご理解の上8割強の評価を頂いております。特

にハッピーテラスの療育プログラムに対する指導内
容については、児童の特性に合わせての対応にご
理解を頂いております。

学校訪問につきましては、保護者からの依頼がある
児童又相談支援センター等からの支援計画時の現
状把握などで聞き取りを行う場合がございます。

学校へは、お迎え時にお話しできる事もありますの
で、今のところ学校訪問という形では行っておりませ
ん。

今後、必要な場合は春休み、夏休み等、長期休暇
のタイミングを中心に学校側とコンタクトを取ってい
きたいと考えております。

また就学前に利用していた子供の情報共有につき
ましては、児童発達相談事業所や行政機関等と、お
子様の情報共有をさせて頂き担当者会議等におい
て日々活動しています。



アンケート結果＜保護者への説明等＞

設問 はい
どちらとも
いえない

いいえ 無回答

14
支援の内容、利用者負担などについて、
丁寧な説明を受けられましたか。 100% 0% 0% 0%

15
日頃、お子様の状況などを保護者と連絡を
密にし、発達の状況や課題の共通理解を得
る対応がなされていると思いますか。

８６% １４% 0% 0%

16
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と思いますか。 ７３% ２７% 0% 0%

17
父母の会の活動を支援したり、保護者会の
開催する等により、保護者同士の連携を支
援していると思いますか。

７３% ２７% ２０% 0%

18

お子様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、お子様や保護者
に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適
切対応できていると思いますか。

８７% １３% 0% 0%

19
定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行動予定、連絡体制等の情報をお子様
や保護者に対して発信していると思いますか。

７７% １４% ９% 0%

20
お子様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と思いますか。 ８６% １４% 0% 0%

21
個人情報の取り扱いが十分注意されていると
思いますか。 ９５% ５% 0% 0%

ハッピーテラス内でのお迎え時にお
子様の様子をお伝えする体制はとれ
ていますので、不明な点や相談等が
ございましたらいつでもお問い合わ
せください。

活動概要は、毎月の通信により季節
行事、イベント、注意事項等をお知ら
せすることで、理解していただいてい
ることと存じます。
保護者会の活動支援につきましては、

参観日や教室公開日等の開催を検
討していきたいと思います。



アンケート結果＜非常時等の対応＞

設問 はい
どちらとも
いえない

いいえ

22
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に
周知されていると思いますか。

５０% ３６% １４%

23
非常災害の発生に備え、定期的に避難、
救出その他必要な訓練を行われていますか。 ６８% ３２% 0%

防災マニュアルを作成し、出入口カ
ウンターに掲示したいと思います。
年2回（４月と９月）の避難訓練を実
施しています。

地震・火事等両方での訓練を行うこ
とにより、万が一の場合に備えてお
ります。

今後も避難訓練の実施と下校時の
防災対策も徹底して取り組んでいき
たいと思います。



アンケート結果＜満足度＞

設問 はい
どちらとも
いえない

いいえ

24
お子様はハッピーテラスに行くことを楽しみ
にしていますか。 ９５% ５% 0%

25
ハッピーテラスの支援について満足して
いますか。 ９１% ９% 0%

お子様がハッピーテラスに行く事を
楽しみにしているという声も多く聞か
れます。保護者からも宿題のサ
ポート等について満足しているとい
う声も頂いております。これからも楽
しくトレーニングできる環境づくり、
質の高い療育とサポートを心がけて
いきたいと思います。



保護者からのご意見・ご要望

・指導訓練室は少し狭く感じるようですが、公園を積極的に利用しているので、良いと思います。

・ハッピーテラスの療育プログラムの内容についての説明がもう少し詳しくても良いかと思います。

・自宅でも宿題に取り組めるようになりました。

・毎月の通信で予定が組めるカレンダー等は、とても良いと思います。

・トレーニングの様子を中まで入らないので、わからないとの意見もありました。

・個別支援計画書の内容の説明も分かりやすく毎月の報告もあり適切だと思います。

・ハッピーテラスの支援にはいつも感謝しています。



ハッピーテラスの療育に対する取り組み姿勢

・利用者間の更なるコミュニケーション能力の向上を考えて、努力しています。

・利用者一人一人の療育プログラムを考えて、日々の中での問題点を少しずつですが、改善できるように組
み入れています。

・防災訓練の実施については、年2回実施しております。実施内容は、ハッピーテラスのカリキュラムの中で災
害・防災をテーマにしたトレーニングを行っております。

・今回の新型コロナウイルスによる感染症については、マスクを着用して子どもたちに接するようにしています。
また子どもたちには手洗いうがいを励行し、毎回食事前には、テーブルの殺菌を行っています。食べる前に
手洗い、食べながら何かをするという事はさせないように努めています。


