
特定非営利活動法人あかねの和

理事長　横野はつみ

49のご家庭に配布→29名の回答　59％

質問①： お子様たちの活動のスペースは十分に

確保されていると思われますか？

はい 26

どちらとも言えない 3

質問②： 職員の配置数や専門性は適切であると

思いますか？

はい 23

どちらとも言えない 6

質問③： 事業所の設備、スロープ、手すりの設

置などバリアフリー化の配慮が適切に

なされているとお感じですか？

はい 26 コメント欄

どちらとも言えない 3 全部で何人か、知りませんでした。

質問④： お子様と保護者のニーズや課題が客観

的に分析された上で、個別支援計画が

作成されていますか？

はい 25

どちらとも言えない 4

令和３年度とおりゃんせ保護者アンケート調査結果

86%

14%
はい

どちらとも言え

ない

90%

10%
はい

どちらとも言え

ない

79%

21%
はい

どちらとも言え

ない

90%

10%
はい

どちらとも言え

ない



質問⑤： 日々の活動プログラムが固定化しない

ように、工夫されていますか？

はい 19

どちらとも言えない 8

いいえ 1

質問⑥： 放課後児童クラブや児童館との交流、

障がいのない子供たちと活動する機会

がありますか？

コメント欄 はい 7

具体的な活動を私が把握できていないため どちらとも言えない 13

いいえ 6

不明 2

質問⑦： 支援の内容、利用者負担について丁寧

な説明がなされていますか？

はい 24 コメント欄

どちらとも言えない 4 どんな活動があるかわからない

質問⑧： 日頃からお子様の状況を保護者様に伝

え、お子様の発達の状態や課題につい

て共通理解が出来ていますか？

はい 22

コメント欄 どちらとも言えない 6

日々のお便りで書いてくださっている内容で知る

ことが出来ています。

68%

29%
3% はい

どちらとも言え

ない

いいえ

25%

47%

21%
7%

はい

どちらとも言え

ない

いいえ

不明

86%

14%
はい

どちらとも言え

ない

79%

21%
はい

どちらとも言え

ない



質問⑨： 保護者の皆さまに対し、面談や子育て

に関する助言等の支援が行われていま

すか？

はい 20

どちらとも言えない 7

いいえ 1

質問⑩： 保護者同士の連携が支援されていると

思いますか？

はい 4

コメント欄 どちらとも言えない 18

問題・課題に対し、本人や家族がどうすれば良い いいえ 6

のか教えてほしいです。

質問⑪： お子様や保護者様からの苦情について、

対応の体制を整備するとともに、子供

や保護者の皆さまに周知・説明し苦情

があった場合には迅速かつ適切に対応

していますか？

か？

はい 20

どちらとも言えない 6

いいえ 1

わからない 1

質問⑫： お子様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？

はい 26

どちらとも言えない 2

コメント欄

苦情がないので。

苦情があったことも知らないので。

71%

25%
4% はい

どちらとも言え

ない

いいえ

14%

64%

22%
はい

どちらとも言え

ない

いいえ

71%

21%
4%

4% はい

どちらとも言え

ない

いいえ

わからない

93%

7%

はい

どちらとも言え

ない



質問⑬： 定期的にホームページやお便り等で、

活動概要や行事予定、連絡体制等の

情報や業務に関する自己評価の結果を

子供や保護者の方々に対して発信して

いますか？

はい 24

どちらとも言えない 2

いいえ 1

わからない 1

質問⑭： 個人情報に十分注意しているとお感じ

ですか？

はい 24

どちらとも言えない 3

わからない 1

質問⑮： 緊急時対応マニュアル、防犯マニュア

ル、感染症対応マニュアルを策定し、

保護者の方々に周知・説明されていま

すか？

はい 25

どちらとも言えない 3

質問⑯： 非常災害の発生に備え、定期的に避難

・救出、その他必要な訓練が行われて

いますか？

はい 21

どちらとも言えない 6

わからない 1

コメント欄

してくださってるかも知れませんが、私から知る

方法がわかりません。

86%

7%

3%
4%

はい

どちらとも言え

ない

いいえ

わからない

86%

11%

3%

はい

どちらとも言え

ない

わからない

89%

11%
はい

どちらとも言え

ない

75%

21%
4% はい

どちらとも言え

ない

わからない



質問⑰： お子様はとおりゃんせに来ることを楽

しみにしていますか？

はい 23

どちらとも言えない 5

質問⑱： お子様がご利用されている事業所の支

援に満足されていますか？

はい 26

どちらとも言えない 2

82%

18%
はい

どちらとも言え

ない

93%

7%

はい

どちらとも言え

ない



日頃お感じになっていること

◎いつもお世話になっています。迎えに行くと怒るくらいとおりゃんせさんが大好きです。今後とも

よろしくお願いします。とおりゃんせ通信いつも楽しみにしています。

◎年齢が上がってくるにつれ、女の子はトイレや着替えなど大変な事が増えるのですが、

そういうお世話ごとは、一番安心して頼める事業所です。いつもありがとうございます。

◎平日も土曜日、祝日も毎日工夫してくださって活動出来ています。おやつもいつも美味しそうです。

とおりゃんせさんに通わせていただいて本当にうれしいです。本人もいつもニコニコして喜んでいます。

可愛らしい製作、大切に飾っています。

◎いろいろな活動プログラムが用意されていて、楽しく利用させていただき、ありがたく思っています。

◎運動の時間には、頑張ってするようにお声かけをお願いしたいです。

◎いつも先生方には本当に良くしていただき、私たち家族も安心して通う（預ける）事が出来ています。

ありがとうございます。

食事の提供も今まで通り「素材」にこだわった物で手作りでお願いできたらと思います。とおりゃんせさん

のご飯なら量も種類も沢山食べることが出来、偏食の多い娘にとって救いです。なかなか大変な事だとは

思いますが、何卒よろしくお願いします。

◎とおりゃんせのスタッフの皆様のおかげでＫも私も安心して通うことが出来ています。

いつも本当にありがとうございます。

何かあったときには、私へのお心遣いまでしていただき感謝しています。活動の内容は

お話で聞くのですが「こんなことしてますよ～」の写真等があればうれしいです。

あと、こんなトレーニングやこんなリハビリテーションしています・・・の動画があれ

ば、病院の医師に報告しやすいです。ご無理でしたら大丈夫です。

これからも、Ｋの事よろしくお願いします。

◎アチーブで運動系のサポートをしていただいていますが、①普段歩いていて、疲れない歩き方のこつ

②健康を維持するための運動メニューなど、生涯に役立つようなプログラムがあると、ありがたいなと思っ

ています。すぐに身につく物ではありませんので、少しずつ身につけていってくれたらいいな、と思って

います。

◎いつもお世話になっております。とおりゃんせに通い出してから、めまぐるしく成長しています。本当に

良くしていただき感謝しております。子供のことや仕事への復帰の相談など、忙しい中、丁寧にいつも優し

く聞いていただき、不安を解消させていただいています。これからもご迷惑をおかけすると思いますが、

どうぞ息子をよろしくお願いいたします。現状、大変満足しております。ありがとうございます。



◎いつもお世話になっております。利用させてもらうようになり、ちょうど一年になります。皆様方のおか

げで、大体落ち着いて生活できるようになってきたように思います。ただ、時折、不安定になることもある

ようで、ご負担をおかけしています。

また遅くまで見ていただいたり、丁寧に対応していただいたりと大変お世話になっております。今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。

アンケート調査の「どちらともいえない」に〇印をつけさせてもらったところは、実施されているかどうか

よくわかっていないところです。実際に実施されている場合は、よく理解できておらず申し訳ありません。

◎利用して一年になりました。最近になり、子供も落ち着いてきて学校でも褒められる

ことが増えてきました。とおりゃんせさんでたくさん褒めてもらって、自信がついてき

ているように思います。ビジョントレーニング、グループレッスン等を通じて、少しづ

つ力がついてきているように思います。

◎子供がいつも笑顔で、安心して過ごせているんだな～と感じています。個人的な意見になりますが、昨今

よく障がい者施設で障がいのある女児や女性に対する性的虐待をよく耳にします。資格や経験のある先生は

全く気になりませんが、未経験の男の先生だと少なからず気になってしまいます。そんな中、とおりゃんせ

さんには、沢山の60歳代の先生がいらっしゃるということで、頼れるお母さんであり子育てのプロフェッショ

ナルとして、安心して子供を預けられるのは大きな魅力だと思います。もちろん若い先生方も、とても優しく

笑顔で子供に接してくださって、本当に感謝しています。

◎いつも安心して子供を預けられていることに、とても感謝しています。安全な空間、信頼出来る職員の皆様

、ありがたく思っています。将来的には、ショートステイが出来ればいいな、と思います。

今後ともよろしくおねがいします。

◎あまりとおりゃんせの様子がわからないので、どちらともいえないにさせてもらいました。いつも急な

予定変更など対応していただき助かっています。

◎いつもお世話になっています。時々行くのが嫌という事もありますが、行くと楽しく過

ごしているようです。これからもよろしくお願いいたします。

◎送っていくとき、泣いて暴れて、大変な状況になることがあります。そんなとき、スタッフの方に迎えに

来ていただき、助かっています。離れるときは泣くものの、とおりゃんせで過ごす時間は楽しいみたいで

友達とコミュニケーションをとっているお話を聞くと成長を感じます。いつもありがとうございます。

◎通所させていただいて、3年になりますが、相変わらず「とおりゃんせ好き」と言って楽しそうに通って

います。食事も家で食べてくれない物でも、とおりゃんせさんのお昼ご飯でしっかり食べたり出来ているよう

なので安心できます。工作の時も好きなキャラクターの用紙を用意してくれたり細かい配慮をしていただき

大変ありがたく思っています。



アンケート調査にご協力いただきましてありがとうございました。かつてないほどの多くの皆様方からの

ご意見を頂戴しました。感謝申し上げます。

　スタッフ構成　児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員・看護職員・理学療法士・作業療法士など

　放デイ・とおりゃんせ とおりゃんせ2（看護師が多い）

60歳代 2 60歳代 3

50歳代 1 50歳代 1

40歳代 1 40歳代 2

30歳代 1 30歳代 1

とおりゃんせ3

40歳代 1

30歳代 3 ※20歳代１名育児休業中

20歳代 3

それぞれの事業所では、国の定める人員配置以上のスタッフを配置しています。

全員が、何らかの資格を持ち、お子様方の支援の研修を日々行っています。

通われているお子様は、何らかの支援を必要としています。

落ち着きがなくじっとしていられない、注意力が散漫、特有の攻撃性がある、イライラ感が強い

疲れやすい、便秘気味、他人との関わりに興味がない、音や光にとても敏感、痛みに鈍感・・・

等心当たりのあるお子様がいらっしゃると思います。周りから、欠点ばかりを指摘されることが多

く大変つらい思いをされてきたことでしょう。

小学校に入る前のお子様の「脳」は未完成です。未完成ですから、改善トレーニングをすることで伸びていく

可能性が高いのです。出来ることと出来ないこと凹凸の差が大きいので決して他のお子様と比較するような

ことはなさらないでくださいね。

60歳代, 2, 

40%

50歳代, 1, 

20%

40歳代, 1, 

20%

30歳代, 1, 

20%

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

60歳代, 3, 

43%

50歳代, 1, 

14%

40歳代, 2, 

29%

30歳代, 1, 

14%

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

40歳代, 1, 

14%

30歳代, 3, 

43%

20歳代, 3, 

43% 40歳代

30歳代

20歳代



☆とおりゃんせから→ご家庭で必ずやっていただきたいこと

　とおりゃんせ通信に書いていますが、「早寝・早起き・あさごはん」

　太古の昔、人間の先祖は、夜はぐっすりと眠り、夜が明けたら狩り

　や採集などの活動を始めたはずです。日中、眠さやだるさで元気が

　出なかったら、食材を調達することも出来ずたちまち飢えてしまう

　だろし猛獣に襲われて逃げることができないと、あっという間に食

　べられてしまうでしょう。「動物としての正しい脳」を作らなけれ

　ば身を守れない、文明が発達した現代でも変わりはないでしょう。

　朝は明るい、夜は暗いという太陽の光刺激を感じることは重要です。子供時代は、見る、聞く、嗅ぐ、

　触る、味わうなどの五感をふる活動させる生活を送ることが何よりも大事。脳の土台がしっかりと丈夫に

　作られていきます。

◎お子様も年齢が上がるにつれ、二次性徴が顕著となります。着替え、トイレ介助、学校へのお迎え時の

　車中での座る位置、などには、職員は十分に目配りをし、「してはいけないこと」「しなければならない

　こと」を機会あるごとに話しています。幼児であっても、男性スタッフは、女児のトイレ介助はしません。

　障がい者施設などで、女性に対する職員の性的な虐待、また、男性に対する暴力事など、悲しいニュース

　が後をたちません。

　支援を必要とする、大切なお子様を預ける・・ということは、保護者のみなさまにとりまして、さぞご心

　配もあったかと察しますが、どうぞご安心ください。　

　職員の年齢幅は広いですが、60歳代のスタッフも時々間違いをすることもありますし、20歳代のスタッフ

　が大活躍することもありますが、一つのチームとしてお子様の療育にあたっています。

　日々の支援方法について、毎日ミーティングを行い、意見交換をし、共通の認識を持ち支援にあたってい

　ます。

◎日々のお子様の様子、リハビリテーション、食事、トイレなど、ご覧になりたいと思

　   います。活動の様子は、写真にして廊下に掲示していますので、お迎えの時などにご

　   覧ください。写真をご希望される方は、遠慮なくスタッフにお伝えください。

　   スマホなどの媒体を通じての送信はいたしませんのでご了承ください。

◎お子様の心配事、ご自宅での支援方法、その他・・などございましたら、理学療法士、看護師、トレーナー

　海千山千の60歳代のスタッフがいますので、いつでもお尋ねくださいね。



◎多くのご意見をいただき、ありがとうございました。

　皆様のお気持ちをありがたく頂戴し、感謝しながら心に刻み、スタッフ一同、明るく・仲良くお子様

　一人一人の少しの進歩も見逃すことなく、これからも精進して参ります。

　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

　なお、スタッフに対し、「お叱り」がございましたときには、遠慮なくそれぞれの事業所の責任者

　または、横野までお伝えください。

令和3年7月7日

特定非営利活動法人あかねの和

　 理事長　横野はつみ













◎とおりゃんせのスタッフの皆様のおかげでＫも私も安心して通うことが出来ています。


