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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：栄つばめっこ利用者の保護者（２３名）

 有効回答数：１８

 回収率：７８.３％
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 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、回答された方全員が宮城
野区に住まれている結果になった。

泉区 0名（0%）

宮城野区 18名（100%）

青葉区 0名（0%）

その他 0名（0%）

合計 18名（100%）
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 高学年の利用者が低学年の利用者を比率で上回った結果になっている
が、人数差ではほぼ同じである。

中学生の利用者が１名いることに関しては、福室つばめっこでの受け入
れができなかった（※-１）利用者を臨時的に受け入れていると推測でき
る。 ※-１：定員を満たしており、受け入れができなかったため。

小学1年生
～

小学3年生
8名（25%）

小学4年生
～

小学6年生
9名（64%）

中学1年生
～

中学3年生
1名（11%）

合計 18名（100%）

普通学級 2名（11%）

支援学級 9名（50%）

支援学校 7名（39%）

合計 18名（100%） 5

64%

25%

11%

学年

小1～小3 小4～小6 中1～中3

11%

50%

39%

学級

普通学級 支援学級 支援学校



 回答数は、「５年目～７年目」 、「２年目～４年目」、 「１年目」の順だった
が、比率では利用年数に大きな差はなかった。

「お子さんの学年（結果）」と一緒に結果を整理すると、バランスのとれた
年齢層になっていると推測できる。

1年目 5名（28%）

2年目
～

4年目
6名（33%）

5年目
～

7年目
7名（39%）

8年目
～

11年目
0名（%）

12年以上 0名（%）

わからない 0名（%）

合計 18名（100%）
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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」、「負担金、その他」、「職員」、「施設の設備」の順で
あった。

その他の理由は、「自宅や学校が近い」、「友達が通っている」などの意
見があった。

活動内容 14件 負担金 4件

ニーズに
応えてくれる

5件 施設の設備 1件

時間帯 8件
その他

（自宅や学校が近い、
友達が通っている）

4件

職員 3件 特にない 1件
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 「下校時間が少し早くても学校に迎えに来てくれる」、「たくさん遊べる」と
いう意見があった。

一方、「本人が時間が長いと言っている」、「学校の給食がない日は、お
弁当持参でも良いので、学校終了後から利用したい（送迎あり）」という
要望があった。

満足している 11名（64%）

要望がある 3名（11%）

特にない
（無記入1名含む）

4名（25%）

合計 18名（100%）
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64%
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 「様々な場所にお出かけできる時間帯」、「時間は長いので助かる」という
意見があった。

一方、「７：３０または８：００または９：００～１６：００で利用したい」、「活動
時間を増やしてほしい」、「土曜日の開所があると助かる」という要望が
あった。

満足している 3名（17%）

要望がある 11名（61%）

特にない 4名（22%）

合計 18名（100%）
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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・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、「様々な場所や人に慣れてほしい」、
「事業所によって目的が違っている」、「一つの事業所で利用回数を満た
されない」という意見が多かった。

1事業所 11名（65%）

2事業所 5名（29%）

3事業所 1名（3%）

4事業所以上 1名（3%）

合計 18名（100%）
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 「時間通りに送迎してくれる」、「家まで送ってくれる」という意見があった。

一方、「帰りの自宅までの送迎をもう少し早い時間でも可能か」という要
望（質問）があった。

満足している 15名（83%）

要望がある 1名（6%）

特にない 2名（11%）

合計 18名（100%）
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83%

6%
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満足している 要望がある 特にない



 「利用に不自由ない」、「JRを利用のする時は駅集合だが、集合場所に行
くことは親にもできる」という意見があった。
一方、「駅集合の時も送迎をありにしてもらいたい」という要望があった。

満足している 11名（61%）

要望がある 1名（6%）

特にない 6名（33%）

合計 18名（100%）
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満足している 要望がある 特にない



 「短い時間でたっぷり遊べる」、「家でできない体験ができる」、「様々な遊
びや活動を行っている」、「子どもが大変満足している」という意見があっ
た。

満足している 16名（89%）

要望がある 0名（0%）

特にない 2名（11%）

合計 18名（100%）
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89%

0%
11%

満足している 要望がある 特にない



 「子どもが満足している」、「様々な経験をさせてもらっている」、「長期休
暇でしかできない活動を取り入れてくれている」などの意見が多かった。

一方、「つばめっこで自由に遊ぶだけの時があってもいい」という要望が
あった。
※ 別項目での活動内容の要望

「土曜日の利用ができたら助かる」、「遠出をしないで普通にすごしても良いと思
う」、「活動を選択できるのは良いが、希望おとりに行かないと、利用できない週
があるため、１週間に１回くらい活動できるように配慮してほしい」

満足している 15名（83%）

要望がある 1名（6%）

特にない 2名（11%）

合計 18名（100%）

15

83%

6%

11%

満足している 要望がある 特にない



 散歩

 ルールのある遊び

 縄跳び

 ミニ運動会（会場：市民センターなど）

 トランポリン

 ダンス

 楽器を使った遊び（リトミックなど）

 自然遊び（釣り、虫取り、川遊びなど）

 ドッチボール
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 「子どもの様子を細かく教えてもらえる」、「メールだとすぐ返信をくれる」、
「送迎時にその日の様子を直接聞ける」という意見があった。

一方、「口頭では人伝えになる（職員と会えない）ため、連絡帳にも記載
があると嬉しい」、「欠席の電話がつきにくい時があるので、メールで対応
できるようにしてほしい」という要望があった。

満足している 14名（78%）

要望がある 2名（11%）

特にない 2名（11%）

合計 18名（100%）
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78%

11%

11%

満足している 要望がある 特にない



 「子どもの様子を細かく教えてくれる」、「必ず職員とお話しできる（子ども
の様子が聞ける）」という意見があった。

一方、「お便りで拝見できる写真など、会員制のブログにしてはどうか」、
「連絡帳でもあると要望がだしやすい」という意見や要望があった。

満足している 12名（70%）

要望がある 3名（15%）

特にない 3名（15%）

合計 18名（100%）
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 「負担に思っていない」、「おやつ代１２０円で毎回色々食べさせていただ
いてありがたい」という意見があった。
一方、要望があるは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 12名（67%）

要望がある 1名（5%）

特にない 5名（28%）

合計 18名（100%）
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67%
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 「実費だけで、様々な場所に連れて行ってくれる」、「毎回ではないので、
大丈夫」、「共働きでなかなか連れて行けない場所にお友達と一緒に連
れて行ってくれるので大丈夫」という意見があった。
一方、要望があるは６％（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 8名（44%）

要望がある 1名（6%）

特にない 9名（50%）

合計 18名（100%）
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44%
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50%
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 ホットケーキや焼きそばなど一緒に作るおやつが嬉しい。
家では食べたことのないおやつもあり、子どもは大変楽しみにしている。

 量を多くしないでほしい（夕食に影響がない程度の内容、量にしてもらい
たい）。

 おやつの好き嫌いがあるので、本人に選ばせるようにしてほしい。

 今のままで良いです。

 おやつを食べることで「皆で」や「姿勢」などを身につけられると思いま
す。
買い物や調理なども含めて大切なことだと思う。

 学校の給食で嫌いな物もあると思います。お腹を空かせている時もある
ので、おやつはありがたいです。
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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「お買い
物（おやつなど）・季節の行事」、「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」という意見があった。

身体を
動かした内容

16件 施設見学 6件

制作活動 7件 季節の行事 13件

おやつ作り 10件 室内でゆっくり 6件

お買い物
（おやつなど）

13件 その他 2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・昼食
作り」であった。次いで「お泊り会」、「施設見学」、「工場見学」、「親子参
加活動」、「バーベキュー」、「映画鑑賞」の順で意見が多かった。
また、上記以外では「登山」、「先輩を訪ねる」という意見があった。

交通公共機関を
利用したお出掛け

12件 映画鑑賞 3件

プール 12件 お泊り会 11件

昼食作り 12件 バーベキュー 4件

工場見学 7件 親子参加活動 5件

施設見学 8件 その他 2件
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 本人にとって楽しく安心して過ごせる場（充実して過ごせる場）。

 いろいろなお友達との交流できる場。

 子育てを手助けしてくれる存在。

 両親のリラックス時間をとれる存在。

 親にとってありがたく、安心できる存在。

 様々な情報をもらえる場。

24



 「様々な情報交換ができる」、「親同士で話ができると嬉しい」、「参加する
場所があまり遠い場所でなければ積極的に参加したい」、「親同士の交
流を図りたい」という意見があった。

一方、「仕事のため参加できない」、「下の子どもが小さいので参加でき
ない」という意見があった。

参加したい 7名（39%）

参加したくない 0名（0%）

参加できない
（無記入3名含む）

11名（61%）

合計 18名（100%）
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 息子が元気に活動できる場所です。お友達もできてとても良かったです。

 子どもに寄り添って、自由にのびのび遊ばせて頂き感謝しています。
細かな要望にもその都度対応してくださり、助かっています。

親としては、とてもありがたい場所なのですが、子どもがまだ小さいので
家で過ごしたい気持ちが大きく渋ることもありますが、ほんにんの 将来
のために必要な場所だと思っているので、今まで通り楽しく活動をして少
しずつコミュニケーションなど大切なことを身につけられたらと思っていま
す。スローステップで見守ってくださるスタッフさんにはいつも感謝してい
ます。

 子どもにとって大切な居場所であり、生活の一部になっているので小学
校６年間通い続けた後、卒業、対処となると子どもが心にぽっかり穴が
開いたような気分になってしまうのではと、たまに心配になります。親とし
ては一番サポートしてくれている存在で、いつも笑顔で子どもに接してく
れてありがたいです。
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 今後とも利用させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 今後も今の活動継続を心から望んでいますので、お手伝いなどできる部
分がありましたら是非、協力いたしますので、お声掛けください。

他事業所を利用していないため参考になる意見が言えませんが、これか
らも子どものことを良く考えていただき、子どものためのつばめっこであり
ますようよろしくお願いします。

 いつもありがとうございます。
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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
の栄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）。

 利用について（土曜日・夏休みなど）
土曜日の利用については、平成２８年度から年５回を開所予定にしています。

活動希望の調整をする際、利用できない週がないように調整していきたいと思い
ます。

遠出をしない日もできるように、バランスを考えて活動内容を考えていますので、
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

 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。
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 職員と家庭の意思疎通について
連絡帳の扱い方を再検討しながら取り組んでいきたいと思います。

欠席の際、メールでの連絡も可能です。本文に詳細を記入の上、ご連絡くださ
い。

 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


