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特定非営利活動法人つばめっこ
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２．放課後等デイサービスについて…P7
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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・七北田つばめっこ
栄つばめっこ・福室つばめっこ利用の保護者（１０７名）

 有効回答数：９１

 回収率：８５.０％
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 泉区と宮城野区に事業所を開設していることから泉区と宮城野区にお住
いの利用者が大半を占めている。

青葉区とその他（若林区）にお住まいの利用者は、区の境目付近に住ん
でいることが推測できる。

泉区 47名（52%）

宮城野区 40名（44%）

青葉区 3名（3%）

その他
（若林区）

1名（1%）

合計 91名（100%）
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52%44%

3% 1%

泉区 宮城野区 青葉区 その他



 中学生と高校生の利用者が小学生の利用者を上回った。

また、支援学校に通われている利用者が全体の５５％（５０名）で、半数
を超えている結果になった。

普通学級 3名（3%）

支援学級 38名（42%）

支援学校 50名（55%）

合計 91名（100%）

3%

42%55%

学級

普通学級 支援学級 支援学校
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小学1年生
～

小学3年生
17名（19%）

中学1年生
～

中学3年生
32名（52%）

小学4年生
～

小学6年生
23名（25%）

高校1年生
～

高校3年生
19名（21%）

- - 合計 91名（100%）

19%

25%52%

21%

学年

小1～小3 小4～小6 中1～中3 高1～高3



 「５年目～７年目」が一番多く、次いで「２年目～４年目・８年目～１１年
目」が多い結果になった。
中学生が多いことが推測できる。

1年目 11名（12%）

2年目
～

4年目
22名（24%）

5年目
～

7年目
33名（37%）

8年目
～

11年目
22名（24%）

12年以上 2名（2%）

わからない 1名（1%）

合計 91名（100%）

12%

24%

37%

24%

2% 1%

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」、「職員」、「その他」、「施設の設備」、「負担金」の順で
意見が多い結果になった。

活動内容 66件 負担金 6件

ニーズに
応えてくれる

34件 施設の設備 12件

時間帯 30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）

20件

職員 25件
特にない

（無記入2名含む）
4件 0
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 「今の時間帯でちょうど良い」、「臨機応変な対応をしてもらえる」、「子ど
もが過ごすにはちょうど良い」などの意見が多かった。

一方、「学校が早く終了する日（例：給食がない日など）に学校終了後か
ら受け入れてもらいたい（送迎含む）」、「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 60名（66%）

要望がある 14名（15%）

特にない
（無記入1名含む）

16名（18%）

満足しているが、
要望がある

1名（1%）

合計 91名（100%）

66%
15%

18% 1%

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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 「様々な活動ができる時間帯で助かる」、「時間は長いので助かる」」、
「お昼を挟む時間なのでちょうど良い」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（７：３０または８：０
０～１６：００など）」、「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 41名（45%）

要望がある 27名（30%）

特にない
（無記名3名含む）

23名（25%）

合計 91名（100%）

45%

30%

25%

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」、「４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 45名（50%）

2事業所 33名（36%）

3事業所 9名（10%）

4事業所以上 3名（3%）

その他
（無記入１名含む）

1名（1%）

合計 91名（100%）

50%

36%

10% 3%1%

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」、「時間通りに送迎してくれる」、「時間の変
更に対応してもらえる」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（利用
も含む）」、「いつでもどんな時間でも対応してもらいたい」、「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」、「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・意見があった。

満足している 67名（73%）

要望がある 7名（19%）

特にない
（無記入１名含む）

17名（8%）

合計 91名（100%）73%

8%

19%

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」、「相談すれば、対応してもらえる」、「JRを

利用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、「送迎がない時は、利用しにくい」、「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、送迎ありに
してもらえると嬉しい）」という意見があった。

満足している 56名（62%）

要望がある 13名（14%）

特にない
（無記入2名含む）

22名（24%）

合計 91名（100%）

62%

14%

24%

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」、「短い時間でたっぷり遊べる」、「家ででき
ない体験ができる」、「楽しみながらルールを学べる」、「様々な遊びや活
動を行っている」という意見が多かった。

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 76名（84%）

要望がある 2名（2%）

特にない
（無記入3名含む）

13名（14%）

合計 91名（100%）
84%

2%

14%

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」、
「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」、「お出掛け活動が貴重な体験や経験になっている」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…）」、「つ

ばめっこで自由に遊ぶだけの時があってもいい」、「プールを増やしてほしい」、「お弁当持
参の日を減らしてほしい」という意見や要望があった。
※ 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 71名（78%）

要望がある 5名（6%）

特にない 15名（16%）

合計 91名（100%）

78%

6%

16%

満足している 要望がある 特にない
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 ボール遊び、サッカー、グランドゴルフ、バドミントン、ボウリング、ドッチ
ボール、バスケットボール

 鬼ごっこ、縄跳び

 鉄棒、トランポリン

 雪合戦、スケート、カーリング、そり滑り

 ウォーキング、散歩、陸上競技（かけっこ、マラソン、ハードルなど）

 スポーツちゃんばら

 ダンス、体操、マット運動、エクササイズ

 ルールのある遊び

 ミニ運動会（会場：市民センターなど）

 楽器を使った遊び（リトミックなど）

 自然遊び（山登り、釣り、虫取り、川遊びなど）

など
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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細かく教えてもらえる」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）」、「口頭では人伝え（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」、「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」という意見や要望があった。

満足している 75名（83%）

要望がある 4名（4%）

特にない
（無記入1名含む）

12名（13%）

合計 91名（100%）

83%

4%

13%

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細かく教えてもらえる」、「必ず職員とお話ができ
る」、「解散した連絡をもらえる」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」、「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しやすい」、「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」という意見や要望があった。

満足している 68名（75%）

要望がある 5名（5%）

特にない
（無記入1名含む）

18名（20%）

合計 91名（100%）

75%

5%

20%

満足している 要望がある 特にない
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 「必要経費なので気にならない」、「現状のままで良いと思う」、「負担に
なっていない」、「ちょうど良い金額」、「負担があるのは当然」という意見
が多かった。

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」、「おやつの中身を検討してほしい」という意見があった。

満足している 62名（70%）

要望がある 4名（4%）

特にない
（無記入2名含む）

25名（26%）

合計 91名（100%）

70%

4%

26%

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（毎
回ではないので大丈夫、残金があれば返してもらえる）」、「お出掛けす
れば、必要経費になるので大丈夫です」、「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」、「ヘルパー
さんを利用するより負担が少ない」、「社会経験ができる上、必要経費だ
と思う」という意見が多かった。

一方、「負担金が増えても良いので、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 53名（61%）

要望がある 3名（3%）

特にない
（無記入6名含む）

31名（36%）

合計 91名（100%）

61%3%

36%

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。

 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）

 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。

 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。

 買い物や調理なども含めて大切なことだと思う。

 季節によって様々な工夫をしてもらえ、ありがたいです。

など
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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」、「お買い物」、「おやつ作り」、「制作活動」、「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」、「片付け」、「皿洗い」、「洗濯物のたたみ方
（タオルなど）」、「学校の宿題を教えてほしい」、「実生活に活かせる活
動」という意見が多かった。

身体を
動かした内容

78件 施設見学 25件

制作活動 41件 季節の行事 59件

おやつ作り 48件 室内でゆっくり 25件

お買い物
（おやつなど）

54件 その他 18件 0
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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「和太鼓体験」、「そり滑り」、「作業体験（はたおりな
ど）」、「運動教室」、「登山、低山ハイク」、「体育館や運動場でのスポー
ツ」、「先輩を訪ねる」などの意見があった。

交通公共機関を
利用したお出掛け

63件 映画鑑賞 26件

プール 57件 お泊り会 48件

昼食作り 49件 バーベキュー 26件

工場見学 42件 親子参加活動 14件

施設見学 52件 その他 8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。
 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）。
 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（親にとって安心出来る存在）。
 子どもの成長を一緒に考えられる存在（子育てを手助けしてくれる存在）。
 様々な情報をもらえる場。
 生活経験を広げられる場（成長できる場、家で体験できないことを経験できる
場など）。

 家族以外の頼れる場。
 第２の家。

など

24



 「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」、「テーマによっては参加したい」、「経
験談などが聞けることもあるので参加したい」、 「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）」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 52名（57%）

参加したくない 5名（6%）

参加できない
（無記入12名含む）

34名（37%）

合計 91名（100%）

57%

6%

37%

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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 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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 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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 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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