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調査の実施について

 期 間：2018年2月1日（木）～2018年2月16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,七北田つばめっこ利用者の保護者（54名）

 回 収 数：43

 回 収 率：79.6％

 有効回答数：43

 有効回答率：100％



目的

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ため,また,様々な形態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』,『つばめっこ放課後等
デイサービス事業等』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.）の現状把握.

 今後のつばめっこ活動（事業）における『子どもの放課後の過ごし方』,『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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1.概要



1.家族構成と職業（形態）

 共働き世帯が約4割,きょうだいのいる世帯が約5割であった.
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1.家族構成と職業を教えてください。 ※お子さんを中心とした構成で記入をお願いします。

共働き 48.8% きょうだい 55.8% 父子 0.0% 母子 11.6%
祖父（母）
同居

9.3%



2.居住地区

 泉区が約9割,宮城野区と青葉区で約1割の結果となった.
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2.現在、住まわれている地区を教えてください。 ※1つ選んでください。

泉区 90.7% 宮城野区 2.3% 青葉区 7.0% その他 0.0%



3.手帳の種類
 療育手帳A保持者が約5割（前年度と同様）,療育手帳B保持者が約3割（前年度
より約2割減）,身体障害者手帳保持者が1割未満の結果となった.全体の半数以
上が知的障害の中度・重度・最重度の判定を受けていると推測できる.

また,その他・無回答に関しては,手帳を保持していない又は精神保健福祉手帳
を保持していると考えられる.
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3.お子さんが保持している手帳の種類を教えてください。 ※複数保持者あり

療育手帳A 53.5% 療育手帳B 37.2%
身体障害
者手帳

4.6% その他 2.3% 無回答 4.7%



4.学年

 小学生が約4割,中高生が約6割を占めており,登録・利用している中高生が小学
生を上回る結果となった.

※前年度と同様
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4.お子さんの学年を教えてください。 ※1つ選んでください。

小1～小3 23.2% 小4～小6 16.3% 中1～中3 27.9% 高1～高3 32.6% その他 0.0%



5.学校

 支援学校に在籍している利用者が約7割（前年度より約1割増）,学区内の学校
に在籍している利用者が約2割（前年度より約1割減）いることが確認できた.
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5.お子さんの通われている学校を教えてください。 ※1つ選んでください。

支援学級
（地域の学校）

20.9%
普通学級

（地域の学校）
4.7% 支援学校 72.1% 無回答 2.3%



6.つばめっこの利用を始めて

 つばめっこの利用を始めて,約4割の利用者が1年目～6年目（前年度より約1割
減）,約6割の利用者が7年以上（前年度より約1割増）という結果になった.
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6.つばめっこに通われて何年目かを教えてください。 ※1つ選んでください。

1～6年目 44.2% 7～10年目 37.2% 11～12年目 16.3% 不明 0.0% その他 2.3%



7.利用を決めた基準

 利用を決めている基準として,「活動内容」が一番多く,次いで「ニーズに応え
てくれる」,「職員」,「時間帯」であった.

※前年度と同様

80 5 10 15 20 25 30 35 40

活動内容

ニーズに応えてくれる

時間帯

職員

負担金

施設の設備

特にない

その他

利用の決め手（基準）

7.どのような基準で利用を決めているかを教えてください。 ※3つ選んでください。

活動内容 36
ニーズに応
えてくれる

25 時間帯 12 職員 20 負担金 0

施設の設備 8 特にない 0 その他 9 詳細→



8.利用している事業所数（放デイ）

 つばめっこのみを利用している利用者は,約2割（前年度より約2割減）,2事業
所以上利用している利用者は約8割（前年度より約2割増）であった.

理由としては,「1つの事業所で希望を満たせない」,「様々な事業所で沢山の方
と関わってほしい.」,「活動の幅を広げたい.」等であった.
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8.現在、放課後等デイサービス事業所を何事業所利用しているかを教えてください。 ※1つ選んでください。

1事業所 27.9% 2事業所 58.2% 3事業所 9.3% 4事業所 2.3% 無回答 2.3%

9.複数事業所を利用している理由を教えてください。 ※7.で2事業所以上に○をつけた方のみお答えください。）
泉中央）・つばめっこで外出を経験してほしい。 ・様々な事業所で沢山の方と関わりを持ってほしい。 ・１つの事業所で
利用回数を満たされていない。 ・初めての利用の時からそのままの利用の仕方になっている。
七北田）・様々な友人や環境で体験してもらいたいから。 ・活動の幅を広げたい。 ・一つの事業所で利用回数を満たさ
れていない。



2.放課後等デイサービスについて



＜支援・意思疎通等について＞



1.環境・体制整備

 活動等のスペースは十分な広さという回答は約8割であった.

一部であるが,活動によっては手狭,という意見があった.

※前年度と同様

 職員の人数および専門性は適切という回答は約8割であった.

一部であるが,職員配置を数名増えると丁度良いと思う,という意見があった.

※前年度より約1割増

 設備等が適切という回答は約9割であった.

※前年度と同様
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1.環境・体制整備
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環
境
・体
制
整
備

①
事業所内の活動等の
スペースは十分な広
さですか？

83.7% 14.0% 0.0% 2.3% 泉中央）・活動によって手狭に感じます。

②
活動時の職員の人数
および専門性は適切
ですか？

81.4% 16.3% 2.3% 0.0% 泉中央）・職員の方が２人程多くいたら丁度いいのかなと思います。

③
事業所の設備等は、ス
ロープや手すりの設置
などバリアフリー化の
配慮は適切になされ
ていますか？

95.4% 4.6% 0.0% 0.0%



2.適切な支援の提供

 各項目平均で約9割が適切な支援がされているであった.

※前年度と同様
一部であるが,送迎時間や利用時間,食事（おやつ含む）等に関する意見があっ
た.
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2.適切な支援の提供
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適
切
な
支
援
の
提
供

④
子どもと保護者のニーズや課
題、希望等、面談などの機会
に話し合われていますか？

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤
放課後等デイサービス計画
書ⅰは作成されていますか？

97.7% 2.3% 0.0% 0.0%

⑥ ※放課後利用時
活動内容ⅱが固定化しないよ
う工夫されていますか？

86.0% 14.0% 0.0% 0.0% 七北田）・11：30下校の際にも対応してほしい。

⑦ ※長期休暇などの利用
時
活動内容ⅱが固定化しないよ
う工夫されていますか？

90.7% 7.0% 0.0% 2.3% 七北田）・時々、迎えが遅い時があるのでその時は連絡してほしい。 ・もう少し長いとありがたい。

⑧ ※放課後利用時
適切な時間帯で開所されて
いますか？

88.4% 9.3% 2.3% 0.0% 七北田）・学校が休みの日の開所時間を検討してほしい。（午前中から）

⑨ ※長期休暇などの利用
時
適切な時間帯で開所されて
いますか？

93.0% 4.7% 2.3% 0.0%
泉中央）・夕方まで仕事があるので長くしてほしい。
七北田）・出来れば、全て送迎してほしい。

⑩ ※放課後利用時
適切に送迎の対応をしてもら
えていますか？

93.1% 2.3% 2.3% 2.3% 七北田）・自力登・降所のため。

⑪ ※長期休暇などの利用
時
適切に送迎の対応をしてもら
えていますか？

93.0% 7.0% 0.0% 0.0%

⑫ ※放課後利用時
活動に係わる実費負担金は
妥当な金額ですか？

93.0% 7.0% 0.0% 0.0%

⑬ ※長期休暇などの利用
時
活動に係わる実費負担金は
妥当な金額ですか？

90.7% 9.3% 0.0% 0.0%

⑭ ※放課後利用時
おやつの種類および量は丁度
良いですか？

88.4% 9.3% 0.0% 2.3%
泉中央）・量がわからない。
七北田）・帰宅後すぐ何かを食べたがる姿が見受けられます。

⑮ ※長期休暇などの利用
時
お弁当持参の活動と外食の
活動の割合は妥当ですか？

88.4% 11.6% 0.0% 0.0% 七北田）・外食のほうがありがたいです。



3.保護者への説明等

 各項目平均で約8割が保護者への説明等がされているであった.

※前年度と同様
一部,連絡帳の活用方法に関する意見があった.
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3.保護者への説明等
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保
護
者
へ
の
説
明
等

⑯
支援内容、利用料等について
丁寧な説明はなされています
か？

93.0% 7.0% 0.0% 0.0%

⑰
日頃から子どもの状況を伝え
合い、子どもの発達の状況や
課題について共通理解がで
きていますか？

97.7% 2.3% 0.0% 0.0%

⑱
育児などに関する助言等の
支援が行われていますか？

74.4% 25.6% 0.0% 0.0%

⑲
父母の会の活動の支援や、保
護者会等の開催等により保
護者同士が話し合える場の
提供はされていますか？

88.4% 11.6% 0.0% 0.0% 泉中央）・参加していないのでわからない。

⑳
子どもや保護者からの苦情に
ついて、対応の体制を整備さ
れていますか？
また、子どもや保護者に周知・
説明し、苦情があった場合の
迅速かつ適切に対応はされ
ていますか？

81.3% 14.0% 0.0% 4.7%
泉中央）・まだそのようなことがないのでわからない。
七北田）・よくわからない。

㉑ ※放課後利用時
子どもや保護者との意思の疎
通や情報伝達のための配慮
がなされていますか？

99.7% 2.3% 0.0% 0.0% 七北田）・連絡帳の内容と送迎時の職員の話す内容が同じなので連絡帳はいらないと思う。

㉒ ※長期休暇などの利用
時
子どもや保護者との意思の疎
通や情報伝達のための配慮
がなされていますか？

95.3% 4.7% 0.0% 0.0%

㉓
定期的に会報やホームペー
ジ等で、活動概要や行事予
定、連絡体制等の情報は伝え
られていますか？

97.7% 2.3% 0.0% 0.0%

㉔
個人情報に十分注意されて
いますか？

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 泉中央）・気にしてない。



4.非常時等の対応・満足度

 緊急時等の対応方法の周知・説明がされていると回答は約8割（前年度と同
様）であった.

 子どもは通所を楽しみにしていると回答があったのは約8割,事業所の支援に満
足していると回答があったのは約9割（前年度と同様）であった.

13

非
常
時
等
の
対
応

㉕
緊急時（災害時な
ど）の対応方法は周
知・説明はされていま
すか？

86.0% 14.0% 0.0% 0.0% 泉中央）・実際にやってみないと不安です。

㉖
非常災害の発生に
備え、定期的に避難
訓練や必要な訓練
が行われています
か？

72.1% 20.9% 2.3% 4.7%

満
足
度

㉗
子どもは通所を楽し
みにしていますか？

90.7% 9.3% 0.0% 0.0%

㉘
事業所の支援に満
足していますか？

97.7% 2.3% 0.0% 0.0%



＜希望について＞



1.放課後活動について

 希望が多かった活動は,多い順に「1：季節の行事」,「2：お買い物」,「3：公園遊び・
おやつ作り」であった.
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・放課後利用時の活動は、どのような内容が望ましいかを教えてください。 ※3つ選んでください。

公園遊び 15 近隣散歩 12 制作活動 9 おやつ作り 15
お買い物

（おやつなど）
25

季節の行事
（花見、豆ま
きなど）

21
室内でゆっ

くり
7

近隣の
施設見学
（科学館な
ど）

3
お手伝い
（掃除、机拭
きなど）

12 特にない 0

その他 3 詳細→ 七北田）・特にない以外全部〇・スポーツ活動。 ・日常生活で体験できる場。



2.長期休暇期間等の活動について
 希望が多かった活動は,多い順に「1：公共機関を利用したお出かけ」,「2：
プール活動」,「3：お泊り会」であった.
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・長期休暇などの利用時の活動は、どのような内容が望ましいかを教えてください。 ※3つ選んでください。

公共機関を
利用した
お出掛け

25
車を利用し

た
お出掛け

17 プール 24 昼食作り 15
工場見学

・
施設見学

16

映画鑑賞 3 お泊り会 18
バーベ
キュー

5
親子参加活

動
1 特にない 0

その他 3 詳細→ 七北田）・特にない以外全部〇・スポーツ活動。 ・日常生活で体験できる場。



3.保護者会,懇談会について

 保護者会,懇談会に参加したいと回答があったのは約4割であった.

約6割は,参加できない・したくない等であった.

理由としては,仕事がありスケジュールが合わない,利用在籍年数により落差が
あると思う等,であった.

※昨年度と同様
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・保護者会、懇談会について教えてください。 ※1つ選んでください。

参加したい 44.2% 理由→
泉中央）・情報の共有をしたい。
七北田）・情報交換の場として。 ・卒業した先輩方の進路を聞いて参考にしたい。

参加できな
い

46.5% 理由→
泉中央）・保護者間での在籍期間の落差がありそうで怖い。 ・仕事を休むのは厳し
い。 ・体調不良。
七北田）・平日の午前中なので、仕事の関係で行けない。

参加したく
ない

2.3% 理由→

その他 2.3% 理由→ 泉中央）・参加する勇気がでない。

無回答 4.7% 理由→



＜自由記述＞
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泉中央）
・毎日とても楽しみにしています。ゆっくり過ごしたり、買い物に出かけたり、創作活動、盛り
だくさん♡何より安心してお任せすることができます。お迎えの時の子どもの表情で楽しかっ
た！！ことがわかります。ありがとうございます。
・本人にとっては癒しの場であり、運動不足解消の場になっています。親にとっても、子どもの
理解者として頼りにしています。今後もよろしくお願いします。
・家ではできない事を体験させてもらったりしています。
・本人；楽しく放課後、過ごす場所。／家族；安心して預けられる場所。
・いつもスタッフさんに子どもについて相談にのってもらったり、対応してもらったりしていま
す。本当にありがとうございます。
・子どもがいろいろなお友達、いろいろな大人と交わる事で成長につながっています。
・とてもたよりにしています。また、困った時も』気軽にいろいろ相談でき、とても助けられて
います。
・友達と一緒に遊べて、好きなスタッフさんとの関わりも楽しみにしています。仕事をしている
ため、夕方まで過ごせる場所があり、日常的な生活の支援もしていただき、とても助かっていま
す。我が家にとってなくなっては困る場所になっています。
・本人、家族にとってとてもありがたいい存在です。とても安心してお任せできております。
・子どもも楽しく過ごせるようになり大好きな場所の1つになっていると思います。私にとっては、
職員さんがとても話しやすいのでとても助けられていると思います。
・家庭、学校以外で安心して過ごせる場所になっており、感謝しております。

七北田）
・本人とっても家族にとってもなくてはならない存在です。18歳から利用が出来なくなると悲し
いので障害者総合支援法で使えるサービスを検討してほしいです。
・家ではできない経験をさせてくれる所です。
・学校や家族以外の人達と接することは子どもにとって（親にとっても）ありがたいです。
・小学1年生になった秋に」つばめっこが開所され、学校よりも長くおつきあいさせていただてお
りますので、なくてはならない存在です。ありがとうございます。
・子どもが楽しく過ごせる場所。親は安心して任せられる場所。
・大切な場（親子共に）。



17

七北田）
・学校と家庭の間に必要不可欠な活動の場です。様々な経験を通して成長したり、人とのかかわり
を楽しんだり、時には息抜きの場ともなる…。学校を卒業しても、このような活動の場が欲しいです。
・放課後、一人でもしくは友達と自由に遊びには行けないので、親以外の人と楽しく安全に過ごせ
る場所として貴重なものです。
・自宅とはまた違ったゆったりとくつろげる場所であってほしいと思います。
・楽しくて自分からふるまえるところ。
・家族では気が付くことができないことを、教えていただいたり、子どもの相談にのっていただけ
るので、家族にとっては大変貴重な存在となっています。また、安心して余暇活動に参加させられ
るので、そういった意味でも貴重な存在です。本人にとってはどう思っているかはよくわかりませ
んが、活動後の様子を見ますととても楽しかった様子を話していますので、家族以外の人との関わ
りがもてる貴重な場となっているようです。
・安心して預けられる場所であり、本人もとても楽しみにしている場所となっています。これから
も宜しくお願いいたします。
・毎回とても楽しみに通っています。本人とって息抜きできる場所なんだなと思います。お手数を
おかけすることも多々あると思いますが、今後もよろしくお願いします。
・活動を広げ、社会生活を営む基礎となる場、認めてもらい自信をつける場、本人を受け止め理解
してもらう事で家族の関わり方を再確認し、心身の安定を得られる場。
・いつも大変お世話になっております。もともと小さい頃から放デイより家に帰りたい派で本人が
楽しく参加できるか心配でしたが、様々な工夫をしていただき、好きな遊びも少しずつ広がってい
ます。ありがとうございます。成長とともに（思春期）またこだわりの形も変わってきて色々とあ
りますが、いつも笑顔でスタッフの皆さまに感謝しております。今後ともよろしくお願いします。
・学校以外の場所で同じ年頃のお友達と過ごす事で、活動する場が増えました。
・自宅以外の居場所（心のよりどころ）、新しい場所に早く慣れるといいなと思っています。
・家や学校とも違う、ほっと息抜きできる場所。
・これまで9年間りようさせていただいて、学校では経験できない社会勉強がたくさんできました。
残り3年間となりますが、引き続き、良い経験ができるよう、よろしくお願いいたします。



3.最後に



最後に

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,各項目でいただいたご意見に対して,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,保護者会（懇談会）等の機会にできればと思っ
ております.お忙しいとは存じますが,ご出席のほど,よろしくお願いいたし
ます.

18



発行・編集

発行日：2018年4月21日

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  


