
アンケート結果 (人)

非常に満足 4

満足 13

ふつう 4

やや不満 0

不満 0

～理由～

●とても配慮くださっています。

●特性に合わせた計画が立ててあるから

●できていると思います。

●3年になって出来ることが増えてきたので

●本人の目標に対する成長を感じられる。

●情緒不安定で行けてない日が多いが行けた日には出来ていると思う。

●楽しそうに帰ってくるので！

●本人も穏やかに過ごせていると感じるため

●定期的に話をしてくれているため

●成長がみられるから

●水曜日しか行ってなく、短時間だから

●子供の様子をよくみてくれている

●色んな計画を立てて頂いてるので。

●満足してます。

●子供が満足している。いろいろ体験できる

●成長に応じて新たな課題も出てきているが、落ち着いて行動出来る事が増えた

●子供の特性などをしっかり見てくれ、計画書を作る時も細かく聞いて頂きました。それにつ

いてのアドバイスなども頂き参考になりました。支援計画もしっかり取り組まれていると思い

ます。

●支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか （変更の際は各家庭を訪問し同

意書を得ている。）

令和3年度　施設活動アンケート調査報告書

調査対象：保護者全21名

●不安な事、嫌な事など周りに相談するのができない。相談してもまた同じ事の繰り返しと

言って話すことをしないで我慢して爆発してしまいます。セルフケアできているようでできな

い。

●何より楽しみに通所する事が出来ており、その上で人の関わり方や社会的ルールをある程度

認識し、意思疎通を図ろうとする姿が見受けられる様になったのは、1つ1つ丁寧な関わりをし

ていただけたからだと感謝しております。体力の問題等もあり、うまくコントロールできない

場合でも、連携を取りながら解決して頂けた事もとても助かりました。

1.個別支援計画について、実施できているか

2022.2

●本人の気持ちを尊重して、寄り添った支援をいつも有難うございます。

非常に満足

19%

満足

62%

ふつう

19%

やや不満

0%

不満

0%



アンケート結果 (人)

非常に満足 6

満足 12

ふつう 3

やや不満 0

不満 0

～理由～

●本人が喜んでいるのなら良いと思います

●目に見えて分かるから

●子供のやる気につながってると思うから

●取り組みについては良いと思う

●成功体験を増やし達成感を感じご褒美を楽しみにしている。

●文章ではなくスタンプなのはいいと思う。

●やる気が出るのはいい事だと思います

●目的をもって取り組めているため

●楽しみながら頑張れるから

●引き続き行っていただきたいです。 子どもの成長へつながります。

●いつも 楽しく帰ってきています。

●詳細はよくわからないが、達成過程がわかり良いと思う

●自己査定感があがるとおもうのでいいと思う

●そういうのがあった方がいいと思います。

●満足してます。

●スタンプ楽しんでいます。

●目標を達成できる喜びが、スタンプの数になることで分かりやすく持続できると思います。

●スタンプ集めるのが目標になっており、気持ちのモチベーションを上げるのにとてもいいと思います。

2.さくらでは、お子様の個性の応じて目標を設定しています。

達成感や満足感を感じていただくために定期的に目標を変更しながら（お子様と相

談しながら）毎日評価をスタンプで行ってます。その点についてどう思われます

か。

●目に見えて自己評価ができる事は、分かりやすく意欲を促す面においても有効かつ自信にも

繋がりとても良い様に感じます。

●スタンプがたまった！と嬉しそうに話すことがあるので、それって本人にあってるからその

ように話すのだと思います

非常に満足

29%

満足

57%

ふつう
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やや不満

0%

不満

0%



アンケート結果 (人)

非常に満足 4

満足 10

ふつう 6

やや不満 1

不満 0

～理由～

●どうゆうものなのかよくわからない

●コロナだから行わないのではなく、何らかの形で繋がりがあるから

●家庭では解決できない場合に相談出来る場があるのは良いと思う

●状況が難しい中でも対策を考えていただき有り難い。

●何かある時に頼れる先生方がいらっしゃるのは心強いと思います。

●特になし

●個別で相談できる方がよい

●貴重な意見を聞く機会ができてよかった

●詳しくいつも、連絡来ています。

●何かあった場合に安心できる

●参考になるので外部との連携があるのはいいです

●コロナの中なので、先生に聞くという形も、良いと思います。  

●いいと思います。

●よかった

3.今年度は新型コロナウイルスの影響を受けて家族会の開催の代替として、電話や

LINEでみなさまのご相談やご質問をお聞きして、後日足立先生から回答をいただく

という形で行ってきました。外部とのこのような連携に関してどう思われますか。

●このご時世しょうがないのですが、やはりいつものように足立先生の講演が聞きたかったで

すね

●色々な視点からアプローチ頂け子供の発達や問題解決の助けとなりありがたく思っておりま

す。

●コロナ禍で大変な中、有難うございました。

●今まで参加させていただき、大変勉強になりました。娘と向き合い頑張る勇気を与えていた

だき、有難うございます。

●行くとなると都合がつかないこともあるので、外部連携をとってくれることがありがたいと

感じています

●コロナ禍で家族会に参加した事がなく比べる材料がないのでよく分からないが正直なところ

です。

非常に満足
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満足
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ふつう
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やや不満

5%

不満

0%



アンケート結果 (人)

非常に満足 5

満足 7

ふつう 9

やや不満 0

不満 0

～理由～

●興味がある方だけ参加すればよいと思います

●知らない情報がもらえたから

●自分で調べるのは難しいので助かります。時間があれば参加したいと思います。

●いいと思います

●良いと思う。

●知る機会が増え学べるから。

●教えて頂かないと知り得ない情報なので今後も教えて頂きたいです。

●セミナーなどは中々参加しにくい印象がありますが、情報提供して頂けるのは有り難いです。

●特になし

●よいと思います

●情報や勉強会などは知らなかったことが多かったためよかった

●機会があれば参加してみたいので、これからも教えていただきたいです。

●あまり、よくわかりません。

●親としてもありがたい内容で勉強になりました。

●講習やセミナーなど開催されている事を知らなかったりするので情報発信があるとたすかります

●良いと思います。 

●いいと思います。

●すみません…何があったか思い出せません汗

●よかった

4.今年度は家族向けに外部講習やセミナー開催等の情報発信を行いました。

この点についてどう思われますか。

●参加したかったのですが、後日資料を添付頂き有難うございました。情報共有できるので、

これからもどんどん教えて下さい。

非常に満足

24%

満足

33%

ふつう

43%

やや不満

0%
不満

0%



アンケート結果 (人)

非常に満足 7

満足 11

ふつう 3

やや不満 0

不満 0

～理由～

●刺激があることはよいことです

●実体験は大事だと思うから

●いろいろな体験ができて良いと思います。

●いい経験になっている

●身近な人以外との関わりや学びがあって良いと思う

●個人では出来ない体験でありいろいろな体験をさせたい。

●本人が苦手としている活動なので計画して頂いて良かったです。

●普段見学する事ができない場所での活動はとてもいい体験になっていると思います。

●特になし

●いいと思います

●個人では行きにくいところなので学習につながり、よかった

●貴重な経験になるので、ありがたいです。

●様々な社会経験ができ、有難いです。 自分達じゃできない事を支援頂き、大変助かります。

●すごくいいことだと思います。

●外部活動は将来の事を見据えてもありがたいです。

●コロナで体験する機会が減っているが 色々な体験ができればいいなと思う

●普段体験出来ないので、貴重な体験をさせて頂き感謝しています。 

●とてもいいと思います。

●色々な経験をさせて頂け、とても良いと思います。

●コロナであまり外部活動できなかったけど楽しめていたと思う

5.今年度は外部連携活動として消防署見学（11月実施）、JAF出張交通安全講習会

（10月実施）、農業体験（コロナで中止）を計画しておりました。この点について

どう思われますか。

非常に満足

33%
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不満
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アンケート結果 (人)

非常に満足 5

満足 10

ふつう 5

やや不満 0

不満 1

～理由～

●色々なところにお出かけ、とても良いと思います

●計画よりアンケートが先だったから (モニタリングで話し、解決しています)

●外出は難しいかもしれませんが、出来れば続けていただきたいです。

●土曜日でかけられないので

●子供本人が祝日の利用を楽しみに出来るような内容が多くとても良い

●本人が活動を楽しみ喜んでいた。

●土曜日、祝日はお休みしています。 

●特になし

●子供が利用日でないこともあり、活動内容を見てないのですみません

●調理体験が多くあり、自宅でも積極的に調理をしてくれるようになりありがたく思っている

●本人はどこかに行きたい気持ちが強いですが、感染予防を考えての活動なので、良いと思う

●よく、わかりません。

●土日利用していないので、内容を見ての返答になります。

●コロナで出来ることが減ってしまっていると思うが地域交流できる範囲でしてもらいたい

●仕事の方など、すごく助かっていいと思います。

●コロナ禍なのでできる範囲での活動でいいと思います。

6.土曜日、祝日の活動内容について

●土日祝日に利用をしておりませんので具体的には分かり兼ねますが、日頃出会わない方々と

の交流、特に地域交流などは、多方面での社会的意義が高いように思います。コロナに関しま

しては、一定のルールの上での活動であれば問題ないかと思っております。あとは各家庭での

判断かと。

●おでかけ有難うございます。コロナ禍の中でも、外食体験や、買い物体験等、家族以外の人

との関わり、社会への関わりを沢山経験でき、感謝です！

●コロナ禍で出来る限り頑張って頂いていると思います。

いいアイデアが出せるといいのですが思いつきません。すみません。

●コロナなのでしょうがないかな。好きなことを工夫してさせてくれているのでたのしんでい

ます。

非常に満足

24%

満足

47%

ふつう

24%

やや不満

0%

不満

5%



アンケート結果 (人)

非常に満足 3

満足 14

ふつう 4

やや不満 0

不満 0

～理由～

●外での経験はとても良いことだと思います

●良い経験だと思うから

●外食体験のお陰で社会性を身に付けられたと思います。

●子供がうれしそう

●楽しみが有って良いと思う。

●家族での外食はあまり行きたがらないがお友達との外食体験を楽しみにしている。

●いいと思います

●特になし

●子供も楽しみにしてます

●作るのが大変なのでありがたい。

●本人はお弁当が好きなので、ちょうと良いです

●たまには、外食しています。

●週１でも良い気がします。

●楽しみにしているので外食があるのはいい

●子供も、楽しみがあっていいと思います。 

●いいと思います。

●楽しみにしています。

●本人も喜んでます！

●苦手な活動なのでメニューを決めて職員さんに伝えておいて参加してきたけどいい経験になっ

ていると思う。

●家族以外での食事体験を通して得られる物は大きいかと思います。それとシンプルに、お弁

当作らなくてよい日があるのも嬉しいです。

7.長期休み中　外食を２週に1回程度

非常に満足
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満足

67%

ふつう

19%

やや不満

0%

不満

0%



アンケート結果 (人)

非常に満足 3

満足 10

ふつう 8

やや不満 0

不満 0

～理由～

●外食ばかりでも体に悪いし、良いのでは。

●大変ですが、子どもの為なので

●仕事を理由に作れない日もありますが、致し方ないと思います。

●毎日よりはいいです。

●適度な間隔で良い

●お弁当を喜んでいる。

●いいと思います

●特になし

●いいと思います

●事前に決まっているのでありがたい。

●ちょうど良い

●購入可もあるので助かります。

●よく、分かりません。

●親の負担にならない程度でありがたい。

●自分で好きな食べ物をいれたり作るきっかけになる

●ちょうどいいくらいです！！

●いいと思います。

●体調不良のときもあるため、500円持参助かってます。

●大丈夫です

●弁当持参しなくてもいい日があるのは助かります。

●お弁当お休みの日があるのは嬉しいです。

8.長期休み中　お弁当持参は1週に3回程度

非常に満足

14%

満足
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ふつう
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不満
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アンケート結果 (人)

非常に満足 3

満足 12

ふつう 6

やや不満 0

不満 0

～理由～

●ご飯をどのように作るかの勉強になって良い。

●良い経験だと思うから

●調理体験は楽しんで参加しています。続けていただきたいです。

●もう少しあればありがたいけどコロナなのでしかたないと思います

●適度な間隔で良い

●エプロンを着けての作業も楽しんでいる。

●調理が好きなのでもう少し増やしてもいいかなと思います。

●特になし

●GOOD

●もう少し増やしてほしい

●ちょうど良い

●楽しんでいます！

●家でさせてます。

●子供が喜ぶのでありがたいです。

●調理するのは嫌いじゃないが調理体験があまり好きじゃないです

●良い経験出来て良いと思います。 

●いいと思います。

●たのしんでいます。

9.長期休み中　調理体験は1週に2回程度

●本人が料理好きなので、また～と言いながら楽しそうです。

●なかなか自宅での調理体験は難しいので助かります。

非常に満足
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満足
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ふつう
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やや不満
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アンケート結果 (人)

非常に満足 3

満足 17

ふつう 1

やや不満 0

不満 0

～理由～

●今のご時世とても満足。

●細かく書かれているし、写真もアップされているから

●満足しております。 記録や予定もすぐ確認できるので助かります。

●写真と文もありみやすいです。

●手軽で良い

●写真もありその日の様子が分かりやすい。

●1日の様子が細かく書かれておりいいと思います。分かりやすいです。

●写真もあり、様子が分かりやすい

●よく分かります

●毎日情報がわかるのでありがたい。写真が多いほうが状況がわかるので増やしてほしい

●子供の様子が分かり、気になる事があったらすぐ口頭で伝えてもらえるので、満足です。

●LINEは手軽で便利ですが、誤って送信しないか何度も確かめたりするので大変な時もあります。

●満足そうしています。

●わかりやすくて感謝しています。

●写真つきで様子もわかるのでいいです

●写真も送られるので安心です。

●満足してます。

●1日の様子が詳しく書いてあったり写真で見れるので満足です。

10.LINE連絡帳に満足しているか

●その日の状況を写真を添えていつもお伝えして頂け、その後の子供の状態を理解し易く助かり

ます。

●さくらでの様子がよく分かります。

非常に満足

14%

満足

57%

ふつう

29%

やや不満

0%

不満

0%



●おやつを毎日持参に変えてほしい。

●伝えてもらえるときもありますが、送迎でだいたいの到着時間が分かるといいかなと思います。

●なし

●できる範囲で職場体験など将来的にイメージできるような事ができればいいなと思います 

●特になし

●特にありません。

●なし、助かってます。

●このアンケート記入は、紙で提出できたらいいなと思います。スマホ入力より紙の方が思い

が伝わるかなと。

11.改善してほしい点やご意見

●特になし

●最近はさくらへ行くことを楽しみにしている発言も良く有り、帰宅後もにこにこと機嫌よく

過ごす事が多く、とても満足しています。いつも有難うございます。


