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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：七北田つばめっこ利用者の保護者（３４名）

 有効回答数：２９

 回収率：８５.３％
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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 26名（90%）

宮城野区 1名（3%）

青葉区 2名（7%）

その他 0名（0%）

合計 29名（100%）
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 中学生と高校生の利用者の比率は、ほぼ同じ。
また、支援学校に通う利用者が全体の７２％（２１名）を占めている。

中学1年生
～

中学3年生
15名（52%）

高校1年生
～

高校3年生
14名（48%）

合計 29名（100%）

普通学級 1名（4%）

支援学級 7名（24%）

支援学校 21名（72%）

合計 29名（100%）

52%

48%

学年

中1～中3 高1～高3

4%

24%

72%

学級

普通学級 支援学級 支援学校
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 中学生と高校生の利用者の比率がほぼ同じであるため、「８年目～１１
年目」が一番多い結果になった。

1年目 0名（0%）

2年目
～

4年目
1名（3%）

5年目
～

7年目
8名（28%）

8年目
～

11年目
17名（59%）

12年以上 2名（7%）

わからない 1名（3%）

合計 29名（100%）

0% 3%

28%

59%

7%
3%

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「職員」、「時間帯」、
「ニーズに応えてくれる」、「施設の設備・その他」、「負担金」の順で意見
が多かった。

その他の理由は、「自宅との距離」、「本人の希望」、「自力登所できる」な
どの意見があった。

活動内容 24件 負担金 1件

ニーズに
応えてくれる

7件 施設の設備 5件

時間帯 8件 その他 5件

職員 9件
特にない

（無記入2名含む））
2件
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 「今の時間帯でちょうど良い」、「学校の事業に合わせてもらっている」、
「子どもが過ごすにはちょうど良い」という意見が多かった。

一方、「午前授業の時は、下校後そのまま利用できるとありがたい（送迎
あり）」、「学校が振替休日の際、早く利用したい」という要望があった。

満足している 17名（59%）

要望がある 4名（14%）

特にない 7名（24%）

満足しているが
要望がある

1名（3%）

合計 29名（100%）

59%

14%

24%

3%

満足している 要望がある

特にない 満足しているが要望がある
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 「本人がとても楽しめている時間帯」、「様々な所へ行ける時間帯」、「お
昼をはさむ時間なのでちょうど良い」という意見が多かった。

一方、「事業所の集合解散時は、車が込み合うので少し時間の改善をし
てもらえると助かる」、「仕事などの都合で朝から利用できると助かる」と
いう意見や要望があった。

満足している 15名（52%）

要望がある 5名（17%）

特にない
（無記入1名含む）

9名（31%）

合計 29名（100%）

52%

17%

31%

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）・２事業所」、次いで「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、「１つの事業所で利用日数を満たされ
ない」、「様々な場所で体験、人間関係をつくりたい」、「利用時間が長
い」、「多くの支援が必要だと思う」、「ダンス活動や調理活動がある」など
の意見が多かった。

1事業所 12名（41%）

2事業所 12名（41%）

3事業所 4名（14%）

4事業所以上 1名（4%）

合計 29名（100%）

41%

41%

14%
4%

1事業所 2事業所 3事業所 4事業所以上
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 「いつも同じ時間に安全に送迎を行ってもらえる」、「時間の変更に対応し
てもらえる」などの意見があった。

一方、「午前授業の時は、下校後そのまま利用できるとありがたい（利用
も含む）」、「帰りの送迎もしてもらえるとありがたい」という要望があった。

満足している 20名（69%）

要望がある 2名（7%）

特にない 7名（24%）

合計 29名（100%）
69%

7%

24%

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」という意見が多かった。

一方、「駅集合の活動時も、送迎ありにしてもらいたい」、「送迎がない時
は、利用しにくい」、「仙台駅集合の際、負担が多いので利用を避けてい
る」という意見や要望があった。

満足している 17名（58%）

要望がある 6名（21%）

特にない 6名（21%）

合計 29名（100%） 58%

21%

21%

満足している 要望がある 特にない
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 「短い時間の中で、おやつ作りなど工夫した活動をしてもらえる」、「子ど
もが楽しんでいる」、「金銭感覚や実生活に活かせる活動を取り入れてく
れている（お買い物など）」、「様々な体験や経験ができる」、「家庭や学校
にない親が気づかないところを気づかせてくれる」などの意見が多かっ
た。

一方、「家でまったりすることが多いので、活動を広げてほしい」という要
望があった。

満足している 26名（90%）

要望がある 1名（3%）

特にない 2名（7%）

合計 29名（100%）
90%

3%

7%
満足している 要望がある 特にない
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 「様々な活動を企画してもらえる」、「映画鑑賞、フットサル、調理、プール
など子どもが喜んでいる活動が多い」、「地下鉄やJRを利用したお出掛

け、外食の経験をたくさんでき、社会勉強になっている」などの意見が多
かった。

一方、「プールの日を増やしてほしい」、「お弁当持参の日を減らしてほし
い」という要望があった。

満足している 25名（86%）

要望がある 1名（4%）

特にない 3名（10%）

合計 29名（100%）

86%

4%

10%
満足している 要望がある 特にない
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 ウォーキング

 ボール遊び（サッカー、バスケットボールなど）

 ダンス

 体操

 陸上競技（かけっこ、マラソン、ハードルなど）

 ボウリング

 スケート

 トレーニング器具運動（仙台市体育館、健康増進センターなど）

 鬼ごっこ

 エクササイズ

 縄跳び

 ゴルフ

 カーリング
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 「連絡帳やメール、電話（必要に応じて）などで様子を教えてくれる」という
意見があった。

満足している 26名（90%）

要望がある 0名（0%）

特にない 3名（10%）

合計 29名（100%）

90%

0%

10%

満足している 要望がある 特にない
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 「活動の様子や解散した連絡をもらえる」、「電話（必要に応じて）、メール
などで対応してもらえる」、「直接話が聞ける」、「今の状態で不満はない」
という意見があった。

満足している 24名（83%）

要望がある 0名（0%）

特にない 5名（11%）

合計 29名（100%）

89%

0%

11%

満足している 要望がある 特にない
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 「ちょうど良い金額」、「負担があるのは当然」という意見があった。

一方、「負担金が増えても良いので、おやつの量を増やしてもらいたい
（おやつの量が少ないと本人が感じている）」という意見があった。

満足している 19名（66%）

要望がある 1名（3%）

特にない
（無記入2名含む）

9名（31%）

合計 29名（100%）
66%

3%

31%

満足している 要望がある 特にない

19



 「実費金で、残金が返してもらえる」、「様々なプランがある」、「多少費用
がかかっても、楽しさや経験ができる（普段連れて行けない所に行ってく
れる）」、「ヘルパーさんを利用するより負担が少ない」などの意見が多
かった。

一方、「負担金があっても良いので、弁当持参日を減らしてもらいたい」と
いう要望があった。

満足している 15名（52%）

要望がある 1名（3%）

特にない
（無記入6名含む）

13名（45%）

合計 29名（100%）

52%

3%

45%

満足している 要望がある 特にない
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 自分で選んで買ったおやつを食べることは、楽しみだと思いますが、ス
ナック１袋は多いので小袋２つにするなどの声をかけてほしいです。

 おやつ作りを増やしてほしいです。

 季節によって様々な工夫をしてもらえ、ありがたいです。

 食べ残しのおやつは、持ち帰らせてほしいです。

 現行で満足です。

 スナック菓子やジュース類よりも、焼きそばなどの物だとありがたいで
す。

 あればあるだけ食べてしまうので、量を減らしてもらいたいです。

 おやつは足りないようですが、現状に合わせてもらって大丈夫です。
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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 「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」、「施設見
学」の順で意見が多かった。

また、上記以外では「掃除」、「片付け」、「洗濯物のたたみ方（タオルな
ど）」、「実生活に活かせる活動」などの意見が多かった。

身体を
動かした内容

26件 施設見学 5件

制作活動 8件 季節の行事 19件

おやつ作り 16件 室内でゆっくり 8件

お買い物
（おやつなど）

16件 その他 7件
0

5

10

15

20

25

30
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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「プール・施設見学」、「昼食作り・お泊り会」、「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「工作教室」、「作業体験（はたおりなど）」、「奉仕活
動」という意見があった。

交通公共機関を
利用したお出掛け

21件 映画鑑賞 10件

プール 19件 お泊り会 17件

昼食作り 17件 バーベキュー 10件

工場見学 13件 親子参加活動 2件

施設見学 19件 その他 2件

0

5

10

15

20

25
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 本人が気分転換でき、楽しく充実した時間を過ごせる大切な場。

 他者と関わって楽しみながら、自信につながる場。

 生活経験を広げられる場（成長できる場）。

 安心して送り出せる場。

 楽しい心のつながりの場。

 自宅以外の落ち着く場。

 第２の家。

 なくてはならない存在。
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 「テーマによって参加したい」、「情報を得る・交換できる」、「日常の様子
を知りたい・聞ける」、「子どもがお世話になっている場ですので、できる
限り参加したい」、「様々な話を聞くことは大切」、「先輩お母さんの話は
勉強になる（“居場所がない”というお母さんの話も聞きます、その気持ち
も理解できます（経験したので）、ただ私の場合は“我が子のため”と思う
と、勉強したいという気持ちが上回りました）」という意見があった。

一方、「知っている人がいなく、参加しにくい」、「仕事があるため、参加で
きない」、「親の介護があるため、予定が合わない」という意見があった。

参加したい 17名（59%）

参加したくない 1名（3%）

参加できない
（無記入4名含む）

11名（38%）

合計 29名（100%）
59%

3%

38%

参加したい 参加したくない 参加できない
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 卒業しても同窓会があるのは嬉しいです。

また、卒業は親にとってとても不安で淋しいことです。特に我が家のよう
に、家族の少ない親にとっては本当に淋しい（母と本人２人暮らし）。

相談支援事業を通じて、もしもの時（母親が急に倒れた時）のサポートを
していただけたら（本人が連絡できる相談事業者）、とても心強いです。

 小学４年生から通ったつばめっこも３月で卒業です。
子どもはもちろん、親である私もいろんなことを感じ、体験できました。
子どもは卒業→社会人という前向きに切りかえていますが、親の私の方
が淋しく感じます。

 いつも大変お世話になっております。学校や家庭以外で、様々なコミュニ
ケーションをとることができる大切な場所なので、これからもよろしくお願
いします。

 「フェイスシート」に記入について、経年で記入できるような形式にしてい
ただきたいです。
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 長期休みのお泊り会は、スタッフの方々の事前準備や当日の子どもの
世話など、大変だと思いますが、変わらず続けていただいて、本当にあり
がたいです。他の事業所にはしていないことですし。
放課後の利用時も、室内で過ごすだけでなく、買い物に行くなど工夫して
くださってありがたく思います。障害児が放課後を過ごす場所を提供して
くださって、本当にありがとうございます。大変なことも多いと思います
が、これからもよろしくお願いします。

 娘がとてもリラックスできる場になっています。ありがとうございます。

 心身ともに、大きく成長させていただいております。これからもよろしくお
願いします。

 楽しい活動をいつもありがとうございます。長期休み中、プールの回数が
もっとあると嬉しいです。遊びだけでなく、人との接し方等も指導していた
だき、感謝しています。

 つばめっこのスタッフさん達にお世話にならなかったら、ここまで育ててこ
れなかったです。
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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
の七北田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）。
事業所集合解散の際の車が込み合うことに関するご意見は、参考にさていただ
きながら、対応方法を検討いたします。

 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。
また送迎利用につきましては、送迎車輌や職員数などでご相談させていただくこ
とがあると思いますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

 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。
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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


