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特定非営利活動法人つばめっこで実施している「放課後等デイサービス事
業」等をより良いものにする為、また、様々な型の放課後等デイサービス事
業所が開設されている現状を踏まえ、『子どもの放課後の過ごし方』や『つ
ばめっこ放課後等デイサービス事業所等』の在り方について考える。

 つばめっこ放課後等デイサービス事業所を利用している利用者の親権
者（以下 保護者という。）の現状の把握

 今後のつばめっこ事業における『子どもの放課後の過ごし方』や『つば
めっこ放課後等デイサービス事業所等』の推進に活用
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 期間：平成２８年２月１日（月）～平成２８年２月２６日（金）

 方法：アンケート配布回収方法

 対象：福室つばめっこ利用者の保護者（２５名）

 有効回答数：２１

 回収率：８４.０％

3



 事業所が対象としている地域が宮城野区、そして位置している場所が仙
台市と多賀城市の市境付近ということもあり、回答された方のほとんどは
宮城野区に住まれている結果になった（その他：５％（１名）は若林区で
ある）。

泉区 0名（0%）

宮城野区 20名（95%）

青葉区 0名（0%）

その他
（若林区）

1名（5%）

合計 21名（100%）
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 高校生よりも中学生の利用者の方が多い結果になった。
支援学級と支援学校に通われている利用者の比率は、ほぼ同じ。

中学1年生
～

中学3年生
16名（76%）

高校1年生
～

高校3年生
5名（24%）

合計 21名（100%）

普通学級 0名（0%）

支援学級 10名（48%）

支援学校 11名（52%）

合計 21名（100%）

76%

24%
0%

学年

中1～中3 高1～高3 その他

0%

48%52%

学級

普通学級 支援学級 支援学校
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 中学生と高校生を対象にしており、中学生の利用が多い理由から利用を
始めて「５年目～７年目」が一番多い結果になった。

1年目 2名（9%）

2年目
～

4年目
4名（19%）

5年目
～

7年目
10名（48%）

8年目
～

11年目
5名（24%）

12年以上 0名（0%）

わからない 0名（0%）

合計 21名（100%）

9%

19%

48%

24%

0% 0%

1年目 2年目～4年目 5年目～7年目

8年目～11年目 12年目以上 わからない
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 「活動内容」で利用を決めた意見が一番多く、次いで「ニーズに応えてく
れる」、「時間帯・その他」、「職員」、「負担金」の順であった。

施設の設備については、利用を決める基準に入っていない結果になっ
た。

活動内容 12件 負担金 1件

ニーズに
応えてくれる

9件 施設の設備 0件

時間帯 7件
その他

（場所、本人の意思、安全面、雰囲気

の良さ、ママ友から聞いて）

7件

職員 4件 特にない 1件
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 「臨機応変な対応をしてもらえる」、「１７：３０までというのは早すぎず、遅
すぎず程よい時間帯」、「部活などをしていないため、放課後は助かりま
す」という意見があった。

一方、「学校が早く終了する日（例：給食がない日、３時限終了時など）
に、学校終了後から受け入れをしてもらいたい」という要望があった。

満足している 16名（76%）

要望がある 1名（5%）

特にない 4名（19%）

合計 21名（100%）

76%

5%

19%

満足している 要望がある 特にない
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 「様々な活動ができる時間帯で助かる」という意見があった。

一方、「仕事をしているので、長く利用できると助かる」、「土曜日や祝日
なども開所してもらいたい（毎回でなくても良い）」という要望があった。

満足している 9名（44%）

要望がある 6名（28%）

特にない
（無記入3名含む）

6名（28%）

合計 21名（100%）

44%

28%

28%

満足している 要望がある 特にない
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 一番多かったのは 「１事業所（つばめっこのみ）」、次いで「２事業所」 、
「３事業所」という結果になった。

複数事業所を利用する理由には、「仕事があり、複数の事業所を利用し
なくてはならい（「１つの事業所で利用回数を満たせない」を含む）」、
「様々な体験や人と関わってもらいたい」などの意見が多かった。

1事業所 14名（66%）

2事業所 5名（24%）

3事業所 1名（5%）

4事業所以上 0名（0%）

その他
（無記入１名含む）

1名（5%）

合計 21名（100%）
66%

24%

5% 0%5%

1事業所 2事業所 3事業所

4事業所以上 その他
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 「送迎があって助かっている」という意見が多かった。

一方、「利用日が固定だと、本当に困って必要な時に使えない、もう少し
融通がきくと助かる」という要望があった。

満足している 15名（71%）

要望がある 1名（5%）

特にない
（無記入１名含む）

5名（24%）

合計 21名（100%）71%

5%

24%

満足している 要望がある 特にない
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 「相談すれば、対応してもらえる」という意見があった。

一方、「集合場所に送れないと参加できないというのは悲しい（仕事を休
まなければ参加できない）」という意見があった。

満足している 13名（62%）

要望がある 1名（5%）

特にない
（無記入2名含む）

7名（33%）

合計 21名（100%）
62%

5%

33%

満足している 要望がある 特にない
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 「本人も楽しく過ごせている」などの意見が多かった。
一方、要望は５％（１名）だったが、理由は記載されていなかった。

満足している 14名（67%）

要望がある 1名（5%）

特にない
（無記入3名含む）

6名（28%）

合計 21名（100%）
67%

5%

28%

満足している 要望がある 特にない
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 「毎回どの活動も楽しみにしている」、「楽しんで参加しているので、良い
ことだと思う」という意見が多かった。

一方、「実費負担金が結構かかるので、回数を減らした」、「他事業所と
併用利用だと、毎回、日程調整に悩んでしまう（仕事をしているので、な
るべく毎日利用したいので…）」という意見があった。

満足している 12名（67%）

要望がある 2名（11%）

特にない 4名（22%）

合計 21名（100%） 67%
11%

22%

満足している 要望がある 特にない
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 ボール遊び

 鬼ごっこ

 鉄棒

 雪合戦

 トランポリン

 ウォーキング・散歩

 バドミントン

 サッカー

 スポーツちゃんばら

 ボウリング

 ダンス

 グランドゴルフ
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 「気になることがあれば、送迎時などに話してもらえる」、「送迎時に活動
内容やその日の様子を教えてもらえる」などの意見が多かった。

一方、「できれば、成長（小さなことでも良いので）を感じられるようなお話
を聞かせてもらえると大変嬉しいです（どんな目線で、関わってくださって
いるかわかるので）」という要望（意見）があった。

満足している 16名（76%）

要望がある 1名（5%）

特にない
（無記入1名含む）

4名（19%）

合計 21名（100%）
76%

5%

19%

満足している 要望がある 特にない
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 「食事や活動中の様子を教えてもらえる」などの意見が多かった。

一方、「祖母に預けて出勤するので、直接お話しできないのが少々不安」
という意見があった。

満足している 15名（71%）

要望がある 1名（5%）

特にない
（無記入1名含む）

5名（24%）

合計 21名（100%）
71%

5%

24%

満足している 要望がある 特にない
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 「活動や必要経費なので気にならない」、「現状のままで良いと思う」とい
う意見が多かった。

満足している 16名（76%）

要望がある 0名（0%）

特にない
（無記入1名含む）

5名（24%）

合計 21名（100%）

76%

0%

24%

満足している 要望がある 特にない
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 「毎回様々な経験をさせてもらっている」、「現状のままで良いと思う」、
「お出掛けすれば、必要経費になるので大丈夫です」などの意見が多
かった。

満足している 13名（72%）

要望がある 0名（0%）

特にない 5名（28%）

合計 21名（100%）72%

0%

28%

満足している 要望がある 特にない
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 今のままで良いです。

 偏食のため、何も食べられないということのないように上手く配慮して下
さっていると思います。

 おやつの量はちょうど良いと思います。

 食べるのが早いので、よく噛んで食べるように声がけをしてもらいたいで
す。

 各子どもの志向にあったおやつをお願いしたいです。

 夕食前ということもあるので、量を少し減らしても良いと思います。
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 一番多かった意見は、「身体を動かした内容」であった。次いで「制作活
動・季節の行事」、「おやつ作り・お買い物」、「施設見学」、「室内でゆっく
り」の順で意見が多かった。
また、上記以外では「掃除」という意見があった。

身体を
動かした内容

17件 施設見学 8件

制作活動 12件 季節の行事 12件

おやつ作り 9件 室内でゆっくり 5件

お買い物
（おやつなど）

9件 その他 5件
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 一番多かった意見は、「交通公共機関を利用したお出掛け」であった。次
いで「工場見学・施設見学」、「プール」、「昼食作り」、「映画鑑賞」、「お泊
り会・バーベキュー」、「親子参加」の順で意見が多かった。

また、上記以外では「運動教室」、「低山ハイク」、「体育館や運動場での
スポーツ」という意見があった。

交通公共機関を
利用したお出掛け

14件 映画鑑賞 7件

プール 10件 お泊り会 6件

昼食作り 9件 バーベキュー 6件

工場見学 11件 親子参加活動 4件

施設見学 11件 その他 3件
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 生活の一部になっており、なくてはならない大切な存在。

 楽しく過ごせる場。

 生活リズムを作る場。

 様々な活動ができる場。

 他校のお友達と遊べる場。

 子どものストレス発散の場。

 相談もできる大切な存在。

 安心して子どもをお願いできる場。

 子どもの成長を一緒に考えられる存在。
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 「親同士や職員さん達と交流を深めたい」、「情報交換や気分転換にな
る」、「都合が合えば参加したい」、「経験談などが聞けることもあるので
参加したい」などの意見が多かった。

一方、「仕事柄、親同士として顔を合わせるのに少々抵抗がある」、「参
加したくないわけではないが、苦手」、「仕事があるため参加できない」と
いう意見があった。

参加したい 14名（74%）

参加したくない 2名（10%）

参加できない
（無記入3名含む）

5名（16%）

合計 21名（100%）

74%

10%

16%

参加したい 参加したくない 参加できない
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 いつも楽しく過ごしています。

家ではできない体験、お出掛け、仲間との時間はとても大切だと思いま
す。学校で嫌なことがあったりすると、つばめっこで発散して聞いてもらう
ので、家に帰ることには、落ち着いたりするので、自分の気持ちを言える
場所があるのは良いことですね。とても助かります。
これからもお世話になります。よろしくお願いします。

 いつもお世話様です。
一緒に子どもを育てていただいて、とても心強いです。
今後とも親子ともどもよろしくお願いします。

 これからも親子ともどもよろしくお願いします。

いずみ高等支援学校の寮に入ると、長期休暇期間も利用したいと思って
います。ダメなのでしょうか？
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つばめっこアンケート調査（つばめっこを利用して）のご協力
ありがとうございました。

様々なご意見などを聞くことができ、嬉しく思うとともに、今後
の福室つばめっこの在り方について考える機会をいただけま
したことを感謝申し上げます。

さて、各項目でご意見いただいた内容についてご返答できる
範囲でお答えいたします。

細かな意見交換などは、保護者懇談会で行えればと思ってお
りますので、その際は、ご出席の程、よろしくお願いいたしま
す。
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 開所時間について（学校終了後、土曜日・夏休みなど）
基本的に「営業時間」の対応となります（要相談になります）。

営業時間の対応は、活動の準備や研修会などの関係上、職員体制が整わない
場合、ご希望に添えない場合がありますが、ご希望の場合はご相談ください。

また土曜日・夏休みなどの利用については、「営業時間・開所時間」が変更に
なっています（平成２８年４月から）。

 送迎について（土曜日・夏休みなど）

活動内容によって、送迎の有無がありますが、活動時間が変更になりましたの
で、送迎について検討していきたいと思います。

 職員と家庭の意思疎通について

活動の様子などの話でお伝えしていたつもりでしたが、伝わりきっていない部分
もあったのであれば、申し訳ありませんでした。今後は、お伝え切れるように心が
けたいと思います。

直接お話ができず、不安なことがありましたら、ご連絡（メールや電話）をいただ
ければ、幸いです。
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 おやつについて

今まで取り組んできたおやつ作りやおやつの中身などを振り返り、再検討しなが
ら取り組んでいきたいと思います。

 活動内容について

様々なご意見を参考にし、今まで実施してきた内容と実施したことがない内容を
整理しながら活動に取り組んでいきたいと思います。
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特定非営利活動法人つばめっこ

〒９８１－３１３１ 仙台市泉区七北田字日野１２３－９

TEL：０２２－３７２－００３１ FAX：０２２－７３９－７２３６


