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長崎市手をつなぐ育成会 会員アンケート２０２０ 

４１１枚中回収２２８枚 

【１】 記入者：  母  ・  父  ・  きょうだい  ・  その他（          ）   

【２】本人（障害児者）の状況 

① 所属 

 

② 手帳の種類 ●療育（Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２）●身体（  ）種（  ）級 ●福祉保健手帳（  ）級   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

療育手帳A1

療育手帳A2

療育手帳B1

療育手帳B2

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

身体+療育

記入なし

手帳の種類

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

母

父

きょうだい

本人

その他

記入なし

記入者

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

あじさいの家

ワークあじさい

夢工房みどり

さんらいず

陽香里工房

GH・CH

就労

在宅

育成会以外事業所

就学

記入なし

本人の所属
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③ 手当・年金（ 特児 ・ 年金 ・ なし ） 

④ 誰と暮らしていますか？（複数回答可）  

ア 父  イ 母  ウ きょうだい  エ 一人  オ 配偶者カ グループホーム  キ その他                  

 

【３】会員活動についてお尋ねします。 

① 育成会の行事や会員活動の中で参加したことがあるものをお選びください。（複数回答） 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

特児

障害年金

なし

生活保護

記入なし

手当・年金

0 10 20 30 40 50 60 70 80

両親

両親ときょうだい

父

父ときょうだい

母

母ときょうだい

きょうだい

一人

グループホーム

配偶者

誰と暮らしていますか？

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

新年親子の集い

新年会

総会

運動会

バスハイク

ボウリング大会

定例会

研修会

参加なし

記入なし

参加したことがある会員活動は？
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  ② 各行事に参加されたことのない方にお聞きします。参加したことのないものにのみお答えください。 

●「新年親子の集い」に参加されない理由は何ですか？ 

   その他の意見 

・体調がよくないから ４ 

・高齢のため １ 

・時間が長い 

・本人が行きたがらない 

・行くのが大変 

・育成会の事業所を使っていないので、見ているだけで面白くないと本人が言う 

 

 

●「新年会」に参加されない理由は何ですか？ 

   ア 日程が合わない  イ 会費が高い  ウ 知っている人がいない  エ その他（              ） 

     
    その他の意見 

・飲酒が必要なのか？ 

・子どもと行くのが心配。ひとりでは行きたくない。 

・体調がよくない ４ 

・本人が行きたがらない ３ 

・帰りが遅くなる ６ 

・行くのが大変 ２ 

・行く必要を感じない ２ 

・騒がしいところが苦手 

・いつやっているのか知らない ２ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

日程が合わない

会費が高い

知っている人がいない

その他

「新年会」に参加しない理由は？

0 5 10 15 20 25 30

日程が合わない

興味がない

知っている人がいない

その他

「新年親子の集い」に参加しない理由は？
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●「総会」に参加されない理由は何ですか？ 

  

  その他の意見 

    ・体調がよくない ３ 

    ・時間が長い ２ 

    ・障害者をみてくれる人がいない 

    ・行くのが大変 

 

●「バスハイク」に参加されない理由は何ですか？ 

      その他の意見 

     ・体調がよくない ３ 

     ・車椅子だから行けない ３ 

     ・本人が行きたがらない ５ 

     ・団体行動が苦手 

     ・バスに酔う 

     ・体力的に無理 ４ 

     ・連れて行くのが大変 ３ 

     ・集合場所が遠い  ２ 

     ・長時間なので子どもが迷惑をかけるのではないかと心配 

     ・子どもが小さいから 

     ・高齢なので無理 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

日程が合わない

興味がない

その他

「総会」に参加しない理由は？

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

日程が合わない

参加費が高い

目的地が好みでない

その他

「バスハイク」に参加しない理由は？
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●「ボウリング大会」に参加されない理由は何ですか？ 

   

 

その他の理由 

・体調がよくない ４ 

・ボウリングができない、したことがない ８ 

・連れて行くのが大変 ４ 

・本人が行きたがらない ３ 

・育成会の事業所ではないので参加しにくい  

・子どもが小さい ２ 

・いつあるか知らない ３ 

・付き添いが必要 

 

●「定例会」に参加されない理由は何ですか？ 

    

     その他の理由 

     ・仕事があるから  

     ・ハートセンターでしてほしい 

     ・体調 

     ・障害者をみてくれる人がいない 

     ・交通の便がない、行くのが大変 ３ 

     ・むずかしそうなのはイヤ 

     ・勇気がいる 

      

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

日程が合わない

ボウリングが好きではない

お金がかかる

その他

「ボウリング大会」に参加しない理由は？

0 10 20 30 40 50 60 70 80

日程が合わない

内容が合わない

興味がない

その他

「定例会」に参加しない理由は？
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●「研修会」に参加されない理由は何ですか？ 

      その他の理由 

    ・仕事で行けない 

    ・勇気がいる 

    ・交通の便がない、行くのが大変  ３ 

    ・いつあるか知らない ２ 

    ・障害者をみてくれる人がいない 

 

② 定例会や研修会で取り上げてほしいテーマがあれば教えてください。  

・親なきあとの子どものこと   

・休日の過ごし方 

・家での過ごし方                  

 

③ 育成会でやってほしい会員活動があれば教えてください。 

・おじさんにもしゃべる場は必要。 

・会員家族で一泊旅行 

・バザー 

・フリースペース 

 

【３】 本人活動についてお尋ねします。 

① 育成会の本人活動の中で、ご本人がご利用されたことがあるものをお選びください。（複数選択可） 

  

 
         

0 20 40 60 80 100 120 140

夢くらぶ

おたのしみ倶楽部

本人講座書道

本人講座フラワー

本人部会FICS

知る見るプログラム

参加したことない

記入なし

参加したことがある本人活動は？

0 10 20 30 40 50 60 70

日程が合わない

内容が合わない

興味がない

その他

「研修会」に参加しない理由は？
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②  本人活動に参加されたことがない方に質問です。参加されない理由はなんですか？（複数回答可） 

 

   その他の理由 

・日程が合わない ４ 

・休日は他事業所の日帰り短期入所を利用している。 

・病気のため ２ 

・休日はゆっくりしたい ２ 

・体力的に無理 ２ 

・ハートセンターの部屋に入れない 

・本人が知らない人との交流を好まない 

・その場にいることが無理。 

 

育成会の本人活動の日時、頻度、費用、活動内容などにご意見、ご要望があればお書きください。 

・障害のある人の保護者がヘルパーとして活動しているが、障害児を育てたという自負があり、一部の障害（自分の

子ども）にしか理解がないのに、全般の障害に理解があるように振舞っている。もっと勉強してほしい。 

・たくさん活動していて大変だろうが頑張ってほしい。 

・本人講座の内容を増やしてほしい。夢くらぶの内容を充実させ、５年先、１０年先を考え、スタッフを育成してほしい。 

・以前さんらいずを利用しており、その流れで今でもさんらいずの就労者の集いに参加させてもらっている。本人に

とっては心の拠り所になっており感謝している。 

・親は書道やお花などさせてみたいが、本人がしたくないと言う。 

・仕事の休みがなかなか合わず参加が難しい。 

・会場まで遠いので参加しづらい。 

・FICS と夢くらぶが行事にダブって FICS に参加する人がいない。夢くらぶは土日毎回となると自分の余暇ができな

い。また、ヤング青年団に行く人が減っている。夢くらぶは毎回土日にするのは好ましくない。 

・半期に一度でもいいので言葉の理解できない重度の障害者を対象としたイベントを考えてほしい。意思表示がで

きる人たちが中心に活動が展開されるため当事者は動くことができていない。（広報紙にも本人が語る言葉が中心

に掲載される。重度を抱える親から見れば参加は難しいということになる。そこを突破して参加できる仕組みが必要） 

・GH に任せているので、本人が参加しているのか不明。 

・参加させたい気持ちはあるが自分で行けないので送迎が大変。親の介護やきょうだい児の用事もあるので今は参

加が難しい。余裕ができたら参加させたい。 

・いつでも休憩や集える場所がハートセンターもしくは喫茶店（？）などあれば仲間と休日過ごせるのではないかと

0 10 20 30 40 50 60 70 80

お金がかかる

内容が合わない

必要でない

本人が嫌がる

親が連れていけない

本人に興味がない

自分の子には無理

その他

記入なし

本人活動に参加しない理由は？
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思う。 

・活動の集合解散場所は同じ地点にしてほしい。途中解散の場合は本人一人で参加したときに困る。 

・親だけでは行くところを選ぶのも大変だったが、ホームに入居して、休日を過ごさせてもらい感謝している。 

・運動不足になりがちなので身体を動かすイベントがあれば楽しめると思う。 

・育成会の活動は行き届いた内容で感謝している。 

・会費は払っているので何か参加させたいが、手のかかる子を連れて出るだけでへとへとになることを考えると新年

親子の集いなど出かける気になれない。自分で活動できない子にも何か参加しやすいことがあるといい。 

・もう少しランクを下げたプランを考えてほしい。 

・重度のわが子は何も参加できないように思う。何か利用できる方法はないのか？ 

・育成会全体でゲーム大会をしたい。 

・新年親子の集いでは育成会の事業所を使っていないため、ずっと見ているだけでつまらないと本人が言っている。 

・一人で行動できないし親も連れていけない。 

 

【４】育成会の事業についてお尋ねします。 

① 育成会が運営している事業で利用したことがあるものをお選びください。(複数回答可) 

   

 
 

② 育成会が運営している事業についてご意見、ご要望がある方はお聞かせください。 

・いつも利用させてもらいありがたい。 

・卒後、本人にどのような職種が合っているのか分からず悩んだが、さんらいずに丁寧に相談にのってもらい感謝し

ている。今後はショートステイの利用を考えている。 

・利用したことはないが短期入所に関心がある。 

・本当に助かっている。母も高齢になり弱っているので GH に安心して任せている。 

・南部にもう少し施設をつくってほしい。 

・短期入所の情報（どこが空いているかなど）が欲しい。 

・事業所単位で保護者会が運営されているが横のつながりがない。運営協議会はあるが意見の深まりはないと聞

いている。事業所保護者会には理事長が出席し法人の考えを伝え、保護者や利用者の声を聴くべき。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

あじさいの家

ワークあじさい

さんらいず

夢工房みどり

陽香里工房

ヘルパーステーション

相談支援事業いんくる

グループホーム

短期入所

日中一時支援事業タイムケア

記入なし

利用したことがある育成会の事業



9 
 

・子供が楽しく通っているので安心している。短期入所を使ったことがないのでそろそろ使ってみたい。 

・母親が入院したとき短期入所させてもらい助かった。感謝している。 

・さんらいずのお菓子（菓子類）が従来より質が低下している。最近は買っていない。 

・入会して１年ほどなのでショートステイやヘルパーステーションの利用を考えている。その後グループホームにつな

げられたらいいと思っている。 

・夢くらぶはいろんな活動や仲間との交流ができ、いいと思う。理解あるスタッフで安心。 

・様々な問題がありすぐには難しいだろうが、ケアホームは少しずつ増やしてほしい。 

・ヘルパーの人数が足りないのだろうが、できないのに契約するのはどうかと思う。こちらはいざというときに頼んで

いるつもりでも無理のようだ。 

・ヘルパー利用をさせてもらっている。週１回の利用だが、月４週の場合３週しか利用できず、できれば週４使えるよ

うにしてほしい。 

・マンション型のグループホーム 

 

③ 今後、育成会に望む事業やサービスがありましたら〇をつけてください。（複数回答可） 

 

     その他の意見 

・６０歳を過ぎたらグループホームからデイサービスに行けるようにしてほしい。 

・老人入所施設の設置運営 

・法人による成年後見 

【５】親の老後、また親亡き後についてお尋ねします。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就労移行支援事業

就労継続支援A型

就労継続支援B型

自立訓練

生活介護

グループホーム

短期入所

放課後等デイサービス

デイサービス

入所施設

未就学児の支援

介護保険制度のサービス

その他

未記入

今後育成会に望むサービス・事業

0 20 40 60 80 100 120 140
施設に入所

グループホーム
兄弟姉妹など身内

今の自宅で在宅サービス
成年後見制度を利用

その他
記入なし

わが子の面倒を見られなくなったときどんな支援を望む？
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 その他の意見 

・介護保険の特養を考えている。 

・きょうだいが親の後見人になり、いろいろ動くのも有りかなと思っている。 

・医療的ケアが必要になっても今の場で生活できるようにしてほしい。 

 

① 親なきあとに備えて準備をしている人は何をしているか教えてください。（複数回答可） 

   

    その他の意見 

・きょうだいを支えてくれる福祉の世の中になることを願っている。   

・今考え中。     

・主人が定年を迎えそろそろ親なきあとの準備をしなくてはいけないと考えている。 

・今は親子とも何とか元気だが、あと５～１０年後を考えると不安になる。  

・貯金している。GH 入居と同時に姉に金銭面は託す予定。  

・きょうだいと話をしてみたい。本人は施設入所に入ることを覚悟しているようだ。  

・何も教えてもらっていなかったので困っている。   

・１～２か月に１回２泊３日の短期入所を実行している。  

・成年後見人・遺言書などについて検討中 

・まだ具体的にとりかかっていないが、「ア・イ・カ」をする予定。 

・本人名義の預金 

・両親が他界し、姉である自分が同居をして生活しているが、万が一の際の弟の方向性は自分の娘と２人の甥

に伝えている。 

・南高愛隣会 NPO 安心家族会員、役員 

・きょうだいに常々精神的な支えになってくれるよう話している。 

・金銭面できょうだいに負担をかけないように準備している。 

・年金などできるだけ貯めるようにしている。 

                                              

 

【６】長崎市手をつなぐ育成会の広報活動についてお尋ねします。 

①  育成会のホームページをご存じですか？ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

情報をノートにまとめている

本人にお金が残るようにしている

成年後見を契約している

遺言書を書いている

きょうだいに後を頼んでいる

特に何もしていない

その他

記入なし

「親なきあと」に備えていること
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②  広報あじさいを読んでいますか？ 

   
 

③  広報あじさいやホームページへのご意見をお聞かせください。 

・読みやすく分かりやすい。 

・世の中に情報を伝えていく体制が充実してきた。書き手の若手の起用を考えてほしい。 

・いつもたくさんの情報、興味深い内容で楽しく読ませてもらっている。 

・ＨＰはどれくらいの人が閲覧しているのか？タイムリーな記事が一面に来るなど、閲覧したくなるＨＰになってほしい。 

・新しい情報を知ることができ毎号楽しみに読んでいる。 

・よくできている。巻頭の谷会長の文がいつも素晴らしい。 

・スマホもパソコンもないので観られない。 

・自由に質問ができるシステムが構築されてほしい。 

・広報あじさいは役に立っている。 

・広報部のみなさん、お疲れ様。いつも感謝しながら読んでいる。 

・ショートステイの様子を載せてほしい。 

・HP のトップに「遺言作成・成年後見…相談サポート承ります」とあるが、この１年以上ページが見つかりませんとなって

いる。改善すべきではないか。またこれらの相談はどこにするのか？ 

・いろいろな情報が載っているのでとっても助かる。 

・主にあじさいから情報を得ているので、これからも詳しい情報をお願いしたい。 

・事業所ブログでは日々の活動が写真付きで紹介され、普段の様子や雰囲気、訪問先などを見ることができ嬉しい。グ

ループホームの様子なども見せてほしい。 

・読みやすい 

・ホームページを見て育成会に入会した。新しいホームページは見やすい。 

0 10 20 30 40 50 60 70

見たことはないが知っている

見たことがある

よく見ている

知らない

記入なし

育成会のホームページを知っていますか？

一通り読んでいる

関心のある記事だけ

たまに読んでいる

全く読んでいない

記入なし

0 20 40 60 80 100 120 140

広報紙「あじさい」を読んでいますか？
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・楽しいイベントや本人活動をたくさん載せてほしい。 

・みなさんそれぞれ頑張っておられると思い読ませてもらっている。 

・活動の様子が分かってよい。 

・パソコン操作ができないため利用できない。５ 

・広報紙は活動の様子が分かり楽しみにしている。 

・育成会本部の今の考えやこれからの方向性をもっと広報紙で伝えてほしい。 

・分からないところもあるので分かりやすくしてほしい。 

 

【７】長崎市育成会へのご意見、ご要望をお聞かせください。 

・過去にはいろいろ活動し、教育委員会への要望など申し入れに出向いたりした。こちらの声を直接役所に届け、申し入

れを要望し行動していかないと何も実現しないと思う。 

・ヘルパーの育成に力を入れてほしい。適切な対応が取れるよう勉強すべき。そして意見された時にそれを受け止める

姿勢を持ってほしい。障害者の保護者だから判っているという認識を管理者は正すべき。 

・親の老後、親なき後が心配。難しいことは承知しているが、希望すれば確実に入れるという入所施設やグループホーム

を希望している。今は不安しかない。親の老後について相談できる場所があればありがたい。ケアプランセンターがなく

なったのは残念。 

・これからもよろしくお願いします。 

・６０周年を迎え、次の一歩というところ。変わって行くのは当然だが次に渡していくためにもより一層責任を持ってよい活

動ができるよう頑張りたい。 

・事業も大事と思うが親の会として一番気になる親なきあとの相談窓口などがあれば、他の人との情報も共有でき、少し

は安心材料が増えることにつながるのでは。 

・活動への参加はほとんどできてないが、育成会に加入していることは心の支えになっている。何かあったとき助言やサ

ポートをもらえると思っている。 

・役員は障害者を抱えているという条件は同じなのに、物理的、時間的にも活動を支えてもらいありがたい。優秀な人ば

かりで、やはり役割というものがあるんだなと思っている。 

・本人が高齢となり、グループホームの生活が無理になった場合の進路にはどのような道があるのか？障害者の老後

の問題など具体的に知りたい。長崎市育成会の目覚ましい発展を嬉しく思っている。 

・コロナ騒動で活動が停止し、総会もなく今のところ意見はない。これ以上感染が広がることなく子どもたちが元気に施設

日通勤できることを願っている。 

・私は７２歳、いつまで健康でいられるか不安。入所施設を勧められたら入所させようと思う。 

・今後、親子とも年を取っていくので、総会などの行事内容を考えてほしい。長い話は疲れる。 

・職員の離職が多いと思う。それはハラスメント（パワハラ、セクハラ）が目の届かないところであっているのではないか。

風通しの良い職場造りが急務。 

・南部にケアホームを建ててもらって感謝している。まずは一安心。 

・コロナで大変でしょうが頑張って。 

・資料で情報が欲しい。パソコンは苦手。 

・親がいるのにグループホームに入っている人が多い。どうしてもの場合仕方がないが元気なうちはできるだけ親と生活

してほしい。グループホームに入りたくても入れない人がいる。本当にグループホームが必要か考えてほしい。 

・アンケートは実施者に忖度が働く場合もあり、正直な回答が得られるとは限らない。法人運営についても同様。保護者

会に出向き小さい声、声なき声に耳を傾けるよう努め、「声集め」に時間を使ってほしい。 

・GH 十人町にお世話になり本当に感謝している。 
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・役員のみなさんに感謝している。後からついていくだけだが今後もよろしくお願いしたい。 

・子どもが中学を出てから入会し、ずっとお世話になっている。近頃自分も足腰が悪くなってきているのでこれからもお願

いしたい。 

・親なきあとの対策について、老人入所施設の設置運営などについて検討をお願いしたい。 

・育成会の大きな組織の中で支援員の方々のチームワークや支援方法などを考えると、感謝している。これからもケー

スバイケースでサポートをお願いしたい。 

・末永くお願いしたい。 

・ほかの市（福岡市）に比べて活発に運営、活動がされていると思う。 

・ホームの食事でカロリー計算のみの食事でお腹いっぱいになるのかと思う。月に１度くらいはもう少し量なり内容をよく

してほしい。以前は食費の余りで美味しいものを食べに行ったりしていたようだが。とにかく食事をもう少しよくしてほしい。 

・高齢になっても住めるホームを作ってほしい。親子で住めるケアホームが願い。 

・みなさんよくやっている。 

・親が送迎できないときはどうしていいか分からない、 

一人っ子なので後をみてくれるきょうだいも近くに親せきもいない。本人と保護者で入所できる施設を作ってほしいとずっ

と思っている。動けなくても本人のそばに居たいというのが障害のある子を持つ親の思いである。 

・育成会に入会しているおかげでいろいろな支援、サービス、情報を提供してもらい安心感がある。 

・親も子も高齢化している今、病院の付き添いのシステム作りをお願いしたい。 

・６５歳問題に早急に取り組んでほしい。生き生きと暮らしている現状を壊し老人扱いしてほしくないと強く希望。 

・６５歳問題が近づいているため心配。 

・親子とも高齢化し病院入院の看病のシステムを組み立ててほしい。 

・本人保護者とも高齢化している現在、６５歳問題が目前に迫っている。せっかく今の施設で生き生きと暮らしている今、

ゼロから老人仲間に入れなければならないのは心配でたまらない。障害と介護保険共有の施設を作ってほしい。できた

ら今の切実に迫っている状況を分かってほしい。 

・できるだけ長く子どもと暮らしたいが、できなくなったとき安心して入所またはグループホームなどの施設を増やしてほし

い。 

・６５歳問題に向けてなんらかの対応を考えてほしい。 

・本人と親の希望に沿った進路。 

・高齢化に伴う医療介助の充実を考えてほしい。 

・会員が増え、会も大きくなり運営も大変だと思う。協力できず申し訳ない。 

・最初はハートセンターの１室で親が指導者の代わりをして活動していたが、今は職員の細やかな心遣いをもらい安心し

て生活させてもらっている。 

・危機管理の甘さが時おり見られるのでしっかりとした見直しをお願いしたい。 

・仕事や結婚の相談にのってほしい。（本人） 

・こんな時期でも安心して通えるところがあるのはありがたい。 

・定例会では参加者の意見に同意したり自分の考え方を改めたりと有意義な時間を過ごしている。 

・いろいろな支援に感謝している。 

・事業所が休みになることがないようコロナ対策を十分にやってほしい。 

・親自身が新たな学習や外出などがだんだんおっくうになりかけている。 

・アンケートの内容が入り組みすぎて難しすぎる。 

・「無記名も可」となっているのに、事業所から名指しで提出を要求されるのでは、無記名にする意味がないように思える。 

・親も子も年を取っていくので、行事の内容も考えてほしい。話す内容も短くしないと親子ともに疲れる（総会など）。 
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・きょうだいどうしで話がしてみたい。 

・いつも相談にのってもらい感謝している。 

・人材育成については度々やっていると話はされるが、利用している方としては実感できないことがある。職員の個性は

あって当然だが最低限の振る舞いや言葉遣い、マナーは教えてあげてほしい。職員も育成会の顔。 

・一人暮らしができるグループホームを。 

・運動会の時間を延ばしてほしい。 

・ 

    


