
配布　 240

回収 215

回収率 90%

令和4年度

ひまわり学園の療育および施設に関する調査



大変満足だ 114 ５点 570

おおむね満足している 93 ４点 372

普通である 7 ３点 21

やや不満である 1 ２点 2

大変不満に感じている 0 １点 0

合計 215 合計 965 平均　 4.488

無回答 0

大変満足だ 37 ５点 185

おおむね満足している 101 ４点 404

普通である 52 ３点 156

やや不満である 24 ２点 48

ひまわり学園の療育指導について（単位：人）

ひまわり学園の設備・施設について（単位：人）
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大変不満に感じている 1 １点 1

合計 215 合計 794 平均　 3.693

無回答 0

ひまわり学園の療育指導について（複数回答：人）

子どもがとても喜んでいて、楽しそうにしているので満足です。 69人

いろんな遊びなど、「〇〇ができるためには△△した方が良い」という説明があるので

分かりやすい。毎回、しっかりフィードバックしてもらえるので家でのかかわり方を学

ぶことができる。

16人

親の悩みや相談に真摯に対応してくれる。子どもの様子の報告が的確で、療育以外の日

常生活のことも相談しやすい雰囲気がある。
6人

療育を通して成長を感じる。今まで出来なかったことが出来るようになってきた。 28人

色々な人や友達と接して人と接することを怖がることが少なくなりました。他者との関

りを少し持てるようになってきました。
4人

ことばが増えた。同年齢の子と触れ合える場が減っているのでこのような場はありがた

い。
6人
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小集団の活動で、運動や色や数、順番などが学べる。 8人

短い時間で充実した療育を行ってくれていると思う。 2人
先生方が素晴らしく、とてもよく勉強されている。子どもたちがなつき、喜ぶ。理解と

共感、アドバイスがとてもありがたい。
2人

一人ひとりに親切、丁寧に接して下さり有難いです。優しく親身になってくれて嬉し

い。先生がしっかり子どもと向き合ってくれる。担当以外の先生も子どもに声を掛けて

くれる。

25人

保護者自身が楽しく、家ではしてあげられないようなダイナミックな体を使う遊びをし

てもらえる。
11人

子どもが失敗しながらも楽しんで成功に導いていただけてると感じてます。 3人

一人一人の特性や発達に合った療育をしてくれている。”その子のペース”を大切にして

くれている。
22人

子どものできない部分が良くわかり、そこを伸ばす工夫をいろいろとしていただける。 2人

毎回療育内容が違い、子どもが楽しく取り組めるように工夫して下さり有難いです。 3人

子どもの伸ばしたい部分に合わせて活動が考えられているのでありがたいです。 2人

家ではできないいろいろな遊びや経験をさせてもらえる。 4人

子どもの気持ちをよく考えて対応してくれる。子どもの目線で常に指導してくれてい

る。
2人

子どもに対してしっかりフォローしてもらえる。子どもにしっかり向き合ってくれる。 3人

年少の時とあまり変わらないないようなないような気がします。でもきっと成長に合わ

せてもらえていると思っているので満足しています。
1人

特に目に見えた成果はないが、ただ楽しそうにしているので通っている。 1人
内容には不満はないが、流れ作業のように次から次へと時間内に終わらすため、子ども

の気持ちの切り替えに寄り添うことが難しい。
1人

45分と短い時間でしっかり遊んで疲れてくれるので、療育の後は昼寝が早くて長いで

す。先生の声掛けがとても上手で雰囲気が良いので親子で喜んで通えています。スタン

プと大人が入れるほどの大きな箱のパズルが楽しそうでした。たまにホールに異動する

のがお出かけのようでワクワクしています。

2人

毎回工夫した内容の療育を提供していただき、子どもも大喜びで通園しています。園で

取り組んだことを家でもできる事はやってみたりしています。先生方も常に笑顔で何が

起きてもいつも動じずに安心してお任せできています。

5人

内容はいつも子どもに応じたものにしてくださって有難いです。ゴムはめ遊び（先生と

同じように作ってみて）があれば嬉しいです。模倣するというのが苦手そうな我が子で

す。

1人

構音指導は30分は少し短いので、親としては移動時間をかけてきているので物足りなさ

を感じている。
1人

子ども同士関われるようになった。 1人

入所して半年ほど経過し、ことばを発するようになり、母を認識し話してくれるように

なった。思ったより早く結果が出ました。
1人

あまり参加できないから見ているだけの時が多かった。 1人

内容が様々で、毎回刺激となる時間を過ごせているように見える。また、同じ内容をし

ばらくしてから繰り返すことで、前回とは違う関りをする姿が見られる。
1人

先生が一生懸命である。 1人

どんな子でも全員平等に扱ってくれる。 1人



発達のねらいがあって行われてるところが良い。ただ、人数が多いと課題ができる事で

きない子がいてしまい、できないと何もしないまま終わる感じになるので、成長できて

いるかと感じることがある。

1人

ひまわりに通っているとことばの教室に通えない。発音やことばの練習が全くないので

取り入れて欲しい。
1人

療育活動は非常に多様で、集中力と創造性の両方の面で子どもを成長させている事が分

かります。
1人

少人数という事もあって、個別で声もかけもらえるし、活動のスピードもゆっくりで本

人も楽しんでもらえていて良い。
1人

保育園でもやれないような色々な遊びやゲームを楽しめるので、とても良い経験になっ

ている。
1人

もう少し長い時間だと良いと思います。 1人

流れが毎回同じなので、次やらないといけないことを考え行動できる姿勢が身につきや

すいと思いました。
1人

専門の相談等がもっと充実して頂けたら嬉しい。 1人

こちらで受けた療育が普段の集団生活の中でどれほど生かされているかは不明なため、

親として流動的、臨機応変に子どもとどうかかわっていけると良いのか知りたい。
1人

先生によって指導能力に差がけっこうあるように感じます。頼りにしている施設なの

で、より先生方への恩恵が手厚くなって後進育成が進む仕組みになると良いなと思いま

す。

1人

少人数の中、先生が何人も入って頂いて、手厚く見てもらって有難いです。 1人

裸足で全身を使って遊んでいるのは見ていても楽しいです。他の子とトラブルになって

も先生が間に入ってくれるので安心です。
1人

通いだしてまだ数回なのに急成長。遊具も進んで遊べるように。立っておしっこも完璧

にできる様になりました。指示も素直に聞くようになりました。
1人

集団療育なので子どもに合っているのか分からないときもある。 1人

時間がもう少し自由にできるといいなと思います。 1人

遊びが始まる前に何を伸ばしたいか目的が知れたらよい。 1人

娘をすごく大切にしてくれてとてもありがたいです。 1人

施設自体は古いが、きちんと整備・整頓されている。 4人

子どもが快適に過ごしており、遊具なども楽しんでいる。 2人

マット運動など身体を使う遊びがあって良いと思う。 2人

出来るようになったことに誉めてもらえるので、子どもがやる気になって頑張れるよう

にしてもらえる。
1人

学園の施設・設備について(複数回答：人)

いろんな遊具や教育に通じる教材や玩具があり、充実していると思う。 36人

古さは感じるが、過ごしやすい。不自由なく、思いっきり楽しく過ごせているので何も

不満などはありません。
15人

いつもきれいに掃除されていて、気持ちよく使わせてもらっています。 2人



夏は暑く冬はとても寒い 22人

室内や廊下が暗い 6人

兄弟の待合室があると良い。 4人

耐震が心配。 3人

夏は暑いと感じませんが、冬はとても寒いです。冬、床がとても冷たい。 7人

もう少し広い部屋で療育していただけるとありがたいです。 2人

学園と西濃子ども相談センターの間の道路がとても危ない（ガタつき、穴がある）。大

人でも注意しないと躓いたり転ぶことがあるように感じる。補修が必要だと思う。何と

か改善していただけるよう市とかけ合って頂きたい。

2人

駐車場が狭くとめにくい。駐車場が遠い。雨の日グランドの駐車場は厳しい。 14人

教室の広さはちょうど良く、ホールも広いし、いろいろ満足です。 7人

清潔である。 17人

安全にも配慮されているし、コロナにも十分配慮している。 3人

子どもの様子が見られるのは良いが、座って見られるともっと良い。 5人

トイレトレーニング中ですが、トイレもしやすいようです。 2人

まだトイレトレーニングはしていないが、その時期になったらトイレの形の古さに戸惑

うかもしれないと思っている。子ども用様式トイレがない。
2人

他のクラスの方が通る時にちょっと遠慮してしまう。気になってしまう。 2人

子どもの安全にも配慮して楽しく療育出来るようになっている。危険だと感じる事にも

すぐ対応してくれる。
2人

教室によって、廊下から見学する際、見えにくかったりする。 13人

新しい建物が建つのが楽しみです。 4人

子どもの使うものがいつも違ってよい。 2人
自然と触れあえる機会があり、バラエティの富んだ室内だけでなく広い視野で様々な体

験をさせていただけるところに魅力があります。
2人

男子トイレがあると良い 1人

建物が古い 19人

子どもが好きなキャラクターや動物が展示してるので喜んで見たりしています。 2人

子ども達も満足に活動しているようです。 1人

施設は充実しており、十分なスペースと多くの設備が整っており、子ども達の指導の質

を向上させてあると思います。
1人

例えば、借りている施設だと気を遣うこともありますが、気を使うことなく自由に使わ

せていただいていると思います。中庭があるので丘ですべり台などできるのも良いで

す。

1人

集中しやすいように装飾し過ぎていない環境でいいと思う。 1人

初めて来たときに施設の中で迷いました。今は大丈夫です。 1人

シンプルなつくりなので分かりやすい。 1人

室内、屋外と色々な遊びができる。 1人

針や画びょうなどが刺さったままなので、それが落ちないかと廊下を通る時に少し不安

になりました。
1人

手作りの物が多くかわいい。 1人

古くても大切に使われている感じが好きですし、工夫も感じられます。 1人



LINEで案内など送ってもらえるようになり嬉しいです。廊下の温度調節は難しそうです

が椅子を用意したり辛くないか気遣ってくださるのでありがたいです。部屋によっては

廊下の椅子に座ると室内が見えなかったり立ち位置によってほとんど見えないこともあ

ります。譲り合いながら見ていました。

1人

建物が古い分気になるところは多いが、壊れているものをそのままテープだけで補修し

たりのままなのはどうかと感じる。壊れかけのラジカセは療育にも支障が出ることもあ

ると思うので、新しいのを買ってほしい。

1人

新しい建物の進捗状況を教えてください。 2人

廊下にエアコンがるといいなと思います。 2人

コロナ過になり、マスク、マスクとどこに行っても先生も園児もマスクというのがとて

も残念に思っております。顔の表情は療育ではとても大切なことと思っています。先生

方も子ども達にマスク無しの笑顔で接して頂ける日を楽しみにしみにしています。

1人

廊下に椅子を置いてあるので良いと思います。 1人

その他の意見について

いつも楽しい指導をありがとうございます。子にとっても親にとっても楽しい場所で

す。
11人

先生方に優しく接していただきありがたいです。これからも宜しくお願いします。 6人

1人

難しいと思うが、下の子がいられる部屋があると上の子の療育が受けやすいと思う。 1人

先生方には子どもをしっかり見て頂けて感謝しています。 1人

新しい施設も通ってみたかった。 1人

各々事情があると思われますが、もう少し時間厳守で、父兄の会話を少なくしてほし

い。
1人

あと半年ほどとなりましたが、子どもは毎週楽しそうに通っています。保育園とは違っ

てリラックスして過ごせています。ありがとうございます。
1人

土日曜日に実施して欲しい。平日16時以降も実施して欲しい。送迎サポートをしてほし

い。
1人

保育園で療育の様子や遊びなどを毎回聞かれるが、口頭では限界があるし、主観になっ

てしまうので、保育園とうまく連携を取って頂けるとありがたい。
1人

手作りの玩具や教材を参考に自分でもできる範囲でアイデアをもらって作ったものがあ

ります。家でそのおもちゃで遊んでいる姿を見て嬉しくなります。
1人

療育後、毎回何の目的で行ったのか教えて頂きありがたいです。家でもできる所を少し

でも取り入れられたらいいかなと思います。
1人

建物が新しくなるそうで、誰もが利用しやすくなると良いなと思います。 1人

ひまわり学園は親にとって猶予期間だと感じております。いつも温かく親身になって迎

えて下さり、ありがとうございます。
1人

忙しい中で忘れてしまう事も多いため、事前でも事後でもいいので使ったアイテム、そ

の目的や解説などをLINEで教えて頂けると欠席時も家で類似品を使ってできるだろう

し、日頃見学できない父親も療育について学べ、想像しやすい。LINEやメールなどの

データに残ることで親の意識さえあれば繰り返し復習できる。



小さな子を連れて夏の廊下での参観は大変だと思うので何とかしてあげてほしい。 1人

それが個性なのか我儘なのか分からない我が子に先生方はいつも向き合ってくださり、

本当にありがとうございます。あと少しの期間になりましたがよろしくお願いしま

す！！

1人

先生が名札をつけて下さると覚えやすくて有難い。 1人

小学校に上がってしまうとひまわり学園とのつながりが無くなってしまうので、学校以

外の療育支援の窓口として（小中と義務教育の間だけでも）包括的な施設になってくれ

ると嬉しいです。

1人


