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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：泉中央つばめっこ利用者の保護者（２５名）

 有効回答数：２３

 回収率：９２.０％
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 主に泉区に住まれている方が大半を占めている。
泉区外に住まれている方は区の境目に住んでいることが推測される。

泉区 21名（92%）

宮城野区 1名（4%）

青葉区 1名（4%）

その他 0名（0%）

合計 23名（100%）

92%

4% 4% 0%

泉区 宮城野区 青葉区 その他
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 低学年よりも、高学年の利用者の方が割合多い結果になった。
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。

小学1年生
～

小学3年生
9名（39%）

小学4年生
～

小学6年生
14名（61%）

合計 23名（100%）

普通学級 0名（0%）

支援学級 12名（52%）

支援学校 11名（48%）

合計 23名（100%）

39%
61%

0%

学年

小1～小3 小4～小6 その他

0%

52%

48%

学級

普通学級 支援学級 支援学校
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 小学生を対象にしていることから２年目～４年目の利用者が一番多く、
次いで５年目～７年目が多かった。

１年目が少ない理由としては、新規利用の受け入れ者数に限りがあった
ことが推測される。

1年目 4名（5%）

2年目
～

4年目
11名（55%）

5年目
～

7年目
8名（40%）

8年目
～

11年目
0名（0%）

12年以上 0名（0%）

わからない 0名（0%）

合計 23名（100%）

5%

55%

40%

0% 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」、「職員」、「時間」、「施設の設備」の順であった。
負担金については、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 16件 負担金 0件

ニーズに
応えてくれる

13件 施設の設備 6件

時間帯 7件 その他 4件

職員 9件 特にない 0件
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 「学校の下校時間に合わせて利用できる（活動してくれる）」、「放課後の
時間を充実して過ごすことができる」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（送迎対応含む）」という
「開所時間を早めてほしい」要望があった。

満足している 16名（70%）

要望がある 6名（26%）

特にない 1名（4%）

合計 23名（100%） 70%

26%

4%

満足している 要望がある 特にない
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 「様々な場所に連れて行ってくれて、本人の良い経験になっている時間
帯」などの意見が多かった。

一方、「仕事をしているので、長く利用できると助かる」という要望があっ
た。

満足している 14名（61%）

要望がある 5名（22%）

特にない 4名（17%）

合計 23名（100%）
61%

22%

17%

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「２事業所」、次いで「１事業所（つばめっこのみ）」、「３
事業所」、「４事業所以上」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 8名（35%）

2事業所 11名（48%）

3事業所 3名（13%）

4事業所以上 1名（4%）

合計 23名（100%）

35%

48%

13%
4%

1事業所 2事業所 3事業所 4事業所以上
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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、「送迎範囲外の地域でも対応してもらえると嬉しい」、「いつでもど
んな時間でも対応してもらいたい」という要望があった。

満足している 17名（74%）

要望がある 3名（13%）

特にない 3名（13%）

合計 23名（100%）74%

13%

13%

満足している 要望がある 特にない
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 「送迎があって助かっている」、「駅集合の時くらいは何とか家庭で対応し
ます」という意見があった。

一方、「必ず送迎があってほしい」、「時間を延長して利用した時も送迎を
してもらいたい」という要望があった。

満足している 15名（65%）

要望がある 5名（22%）

特にない 3名（13%）

合計 23名（100%）
65%

22%

13%

満足している 要望がある 特にない
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 「室内活動にこだわらず、様々な経験ができている」、「楽しみながらルー
ルを守るなど遊びを通して多くのことを学べる」などの意見が多かった。

満足している 20名（87%）

要望がある 0名（0%）

特にない 3名（13%）

合計 23名（100%）

87%

0%

13%

満足している 要望がある 特にない
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 「お友達や職員の方と一緒に、公共機関を利用してお出掛けするなど
様々な内容を通して、貴重な体験・経験ができている」などの意見が多
かった。

一方、「お泊り会などの活動に参加したいが時間が合わず、なかなか参
加できない」という意見があった。

満足している 19名（83%）

要望がある 1名（4%）

特にない 3名（13%）

合計 23名（100%）

83%

4%

13%

満足している 要望がある 特にない
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 マット運動

 バランス運動

 簡単なダンス（フラダンスなど）

 ウォーキング（ルールを決めた内容：お買い物など）

 ハイキング

 ボール遊び

 縄跳び

 山登り

 そり遊び

 揺れ遊び（トランポリンなど）

 アスレチック（公園や体育施設など：車椅子のお子さんも一緒に別メ
ニューで楽しめるところが前提）
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 「しっかりと活動内容や本人の様子を教えてもらえる」などの意見が多
かった。

一方、「遠慮はいらないので、気になった行動なども教えてほしい」という
意見があった。

満足している 19名（83%）

要望がある 1名（4%）

特にない 3名（13%）

合計 23名（100%）

83%

4%

13%

満足している 要望がある 特にない
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 「とても詳しく教えてもらえるので満足している」などの意見が多かった。

一方、「遠慮はいらないので、気になった行動なども教えてほしい」という
意見があった。

満足している 17名（74%）

要望がある 1名（4%）

特にない 5名（22%）

合計 23名（100%）

74%

4%

22%

満足している 要望がある 特にない
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 「特に不満はない」、「実費負担はやむを得ない、教材費等は経験に代え
られない」などの意見が多かった。
一方、「おやつの中身を検討してほしい」という要望があった。
「年間の親の会費について他に比べて高い」という意見があった。
※ 親の会年会費については、つばめっこが行っている事業ではなく、『つばめっこ親の会』
に関係する内容になりますので、直接、つばめっこ親の会へお問い合わせください。

満足している 15名（65%）

要望がある 2名（9%）

特にない 6名（26%）

合計 23名（100%） 65%9%

26%

満足している 要望がある 特にない
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 「多くの社会的経験ができる上で、必要経費だと思う」、「経験には代えら
れない」などの意見が多かった。

満足している 17名（74%）

要望がある 1名（4%）

特にない 5名（22%）

合計 23名（100%）74%

4%

22%

満足している 要望がある 特にない
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 もう少しヘルシーな物だと嬉しい。

 生活リズムの中で、おやつを食べるリズムになっているので続けてほし
い。

 おやつを楽しみにしているのでこのままで良い。

 量が多いおやつは、声がけをしてもらい、半分は持ち帰りにしてもらって
いるのでこのままで良い。

 適量であるなら一任する。

 「食」にあまり興味がないので、おやつも必要なエネルギー源になってい
ます。こだわりも強いので様々なおやつにチャレンジしてもらいたい。

 お買い物をして選べる体験ができて良いと思う。

 あまり量が多くない方が望ましい。おやつを食べる習慣をなくしたい。

 小麦粉、牛乳、卵等アレルギーに配慮した手作りのものを一緒に作って
食べさせてほしい。
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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「お買い
物」、「季節の行事」、「制作活動」、「おやつ作り」、「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」、「皿洗い」、「学校の宿題を教えてほしい」と
いう意見があった。

身体を
動かした内容

19件 施設見学 6件

制作活動 14件 季節の行事 15件

おやつ作り 13件 室内でゆっくり 6件

お買い物
（おやつなど）

16件 その他 4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・プール」で
あった。次いで「施設見学・お泊り会」、「昼食作り・工場見学」、「映画鑑
賞・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「登山」、「キャンプ」、「そり滑り（冬）」、「サッカー」、
「和太鼓体験」という意見があった。

交通公共機関を
利用したお出掛け

16件 映画鑑賞 6件

プール 16件 お泊り会 14件

昼食作り 11件 バーベキュー 6件

工場見学 11件 親子参加活動 3件

施設見学 14件 その他 4件
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 家で体験できないことを経験できる場。

 障害があってもお友達や支援者の方と様々な経験ができるありがたい存
在。

 安心できる場、大切な場。

 自宅と同じ感じでほっと気持ちが安らげる場。

 学校以外の集団の場として「楽しみ」な場。

 相談にのってもらえる場。

 同年代のお友達と活動することで、子どもの世界が広がって成長する
場。

 本人にとっては、良い勉強と遊びの場。家族にとっては有効な時間をもら
える場。

 生活の一部になっている。

 家族以外の頼れる場。
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 「他の学校の様子を知る貴重な機会」、「他の方の子育てや仕事などい
ろいろ聞いてみたい」など『情報交換の場』になるので参加したいという
意見が多くあった。また、「なかなか参加できないが、子どもが中学校に
入ったら参加してみたい」、 「子育て（２人目）が落ち着いたら参加した
い」という意見があった。

一方、「仕事がある為、参加出できない」、「学校のもので充分・上手にし
切れる人がいないので参加したくない」という意見があった。

参加したい 14名（64%）

参加したくない 2名（11%）

参加できない
（無記入2名含む）

7名（25%）

合計 23名（100%）

64%

25%

11%

参加したい 参加したくない 参加できない
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 いつも本当にありがとうございます。何よりも息子のことを理解して下さっ
ていることありがたいです。また、家族だと兄妹や仕事で行けないところ
もお友達といけることにとても感謝しています。
その経験も息子を支えて下さる職員さんのおかげです。

 いつもありがとうございます。成長とともに遊び方やコミュニケーションの
とり方が変化して来たり…とその時々の息子の様子を理解して下さる職
員の皆さまに愛されて関わってもらえて助けられています。
家族親子ともども今後ともよろしくお願いいたします。

 ５年間大変お世話になりました。毎回とても楽しく利用させていただきま
した。本当にありがとうございました。

 今後とも安全に活動をお願いします。

 お世話様です。いつもありがとうございます。毎回、通えるのを楽しみに
していました。中学（４月から）に入り、七北田つばめっこへ移り、淋しくな
りますが七北田つばめっこでもまた新しいお友達と楽しんでくれることを
思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。
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 いつも感謝しています。柔軟な対応ありがとうございます。

 保護者会などで勉強会を開いていただけると嬉しいです。

 他団体のK事業所さんは、長期利用時に係る費用の個人負担はありま

せん。そのようなところを事業所さん同士、良いところを学び合い改善し
ていかれてはいかがでしょうか？

 今のつばめっこで満足しています。

しいていえば、利用日以外で学校の授業参観や行事で一時的に送迎付
きで利用できると助かる（人数制限や送迎の事業でなかなか…）。
あと他に比べて実費負担がやや多い気がする。
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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
の泉中央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。

29



30



 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。
また、送迎範囲は現在もギリギリの範囲で取り組んでいます。申し訳ありません
が、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

 職員と家庭の意思疎通について
気になった行動などお伝えしているつもりでしたが、これからは疑問を持たれな
いような伝え方をしていけるよう心がけたいと思います。

 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。
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 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。

 実費負担について
他団体の事業所さんの個人負担がない状況は把握しておりませんでした。
申し訳ありませんでした。
活動の経費は、お子さんが係る最低限の金額（※ 残ったお金はお返ししておりま

す）をお伝えしていますので、その分を事業所で負担するとなりますと、「外出活
動をなくす」、「室内活動や近隣の公園遊び（お弁当持参）」といった活動が中心
（放課後活動とほぼ同じ）になると想定されます。そうしますと、今まで大切にして
きた活動ができなくなります。

ご負担額が高くなり過ぎないように、「外出活動」や「室内活動」など平均的に取り
入れています。

今後は、今まで以上に活動内容や参加する回数で負担金が多くなってくる家庭も
あることに注意しながら活動内容を計画していきたいと思います。
このことを踏まえ、どうか、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
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 勉強会について
前向きに検討させていただきたいと思います。

保護者会や保護者懇談会をつばめっこの活動報告や保護者の皆さまの情報交
換できる場の他に、勉強会をする場など内容を広げられるよう、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：０２２－３７９－７３２６


