令和３年度

事業所説明会 アンケート集計結果
（保護者・職員用）
令和４年１月２７日（木）実施

質問内容→説明を聞いての感想、質問、ご意見などをお聞かせ下さい。
[保護者]
 就労についてもっと知りたくなりました。
 今までの説明会では、きっと我が子にはここがいいかな？と思って、勝手に親の意見で決めつ
けて話を聞きに行ってましたが、今回いろんな角度からお話がきけてすごくよかったです。
 気になっていた事業所の話が聞けたので、雰囲気や活動の様子を知れてよかったです。初めて
知った事業所もあり、話を聞いて興味がわきました。実際に見学してみたいと思いました。
（小）
 説明もわかりやすくてよかったです。体験なども行ってみたいと思いました。入浴などは、どこ
の事業所も基本午前中なのかなぁ？と思いました。
 事業所がそれぞれ、詳しく説明がされてわかりやすかったです。相談支援センターの説明に、裏
方の基幹があることを初めて知りました。医療ケア対象の場所も何ヵ所かあったので、安心しまし
た。特に自宅に近い、美原の里、登川や池原があり、通いたいとおもいました。また、コクアさん
も、厨房があり、我が家が通う小児の放課後ディさんには残念ながら、ミキサー食がでないので、
卒業したら、食事も楽しめそうでありがたいです。みなさん、たのしそうな写真ありがとうござい
ました。後半の事業所は、A 型や B 型、就労移行支援など、わがやは、医療ケアで通えませんが、
魅力的な内容で、我が家の兄弟に発達の子がいるので、将来、相談できる場所があることや、就労
につながり、大変勉強になりました。



家にいながら説明会に参加できてとても便利で良かったと思います。 事業者の説明、案内で聞
き取りにくい部分もありましたが、私が候補に考えているコクアさんの話がきけて良かったす。
説明が終わって質問の時間があったのですが、その都度チャットで質問をしてもらって、最後に
そのチャットをもとに事業者さんが答えるというのも時間短縮になるのかな？と思いました。
生活介護の事業者さんがもう少し参加されていたら良かったな(⌒∇⌒)なんて思いました。始ま
る前？かな？韓ドラの音声がどこからか聞こえたのもリアルで楽しかったです。



各事業所の個性がうかがえてよかったです。

[職員]
 各事業所の取り組みを知ることができてよかった。出口である高等部職員や進路部だけでなく、
すべての教職員が進路先や事業所の仕組み等を知り、児童生徒本人や保護者と共有できるように
していくことが大切だと感じた。
 事業所について知らないことばかりだったので今回の説明会がとても勉強になりました。名前
は聞いたことあるけどどんな内容なのか、それぞれの種類の特徴など知ることができたので良
かったです。


コロナ禍で、集まりや、研修もやりにくい環境下で、今回のような事業所説明会の研修が受け
られてとてもよかったです。将来の就職や将来の進路のことを考えた時に、一番大切なことは
「情報」だと思います。こんなこともできる、こうすればあんなこともできる。などとても参考
になりました。



わかりやすい丁寧なせつめいでした。ありがとうございました。



卒業後の流れを最初から説明してくれて勉強になりました。



各事業所からの説明、とてもわかりやすくてよかったです。オンライン開催で、前準備等大変
お疲れ様でした。ＨＰの進路情報がとても整理されていて感心しました。



写真があると作業の様子が見えてきてイメージがつきやすかったです。リモートもありだと思
いました。



それぞれの事業所とも、説明がとても丁寧で、また資料の提供もあり分かりやすかった。進路
係の先生方諸準備等お疲れさまでした。



写真や動画を使って説明している事業所が多く、それぞれの事業所の特徴や活動の様子、施設
設備等とてもわかりやすかったです。



各事業所の特徴をわかりやすく知ることが出来た



各事業所のホームページやインスタなども見ましたが、とても魅力的で利用者の方がいきいき
している様子がみえました。保護者も今回の説明会で知る事業所もあると思うのでいろいろな
事業所のことを知り選択肢を広げることでつながるのでいい企画だと思いました。



生活介護事業所から就労支援まで、さまざまな事業所の話が聞けて良かったです。参考になり
ました。
【事業所への質問】Sorato…就労継続支援 B 型ということは、利用者さんは、給料を
いただいているかと思います。基本給もしくは、上限下限聞ければと思いました。
【回答】就労継続支援 B 型事業所では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく
「工賃」として生産物に対する成果報酬が支払われます。また、雇用契約を結ばな
いため、法律で定められた最低賃金額より下回ることが多いと言われています。
厚生労働省の調査によると 2018 年度の平均月額工賃は 1 万 6118 円です。時
間給にすると 214 円となり、同年度の最低平均賃金額の 874 円を下回っていま
す。



↑ LITALICO HP より

各福祉サービスごとに説明や紹介があり、とても良かったと思います。また、事前に各サービ
スを職員や保護者がどこまで理解をしているかで、内容の理解度が大きく変わると思うのでこ
のような学習会などを広げていけると、将来にわたりスムーズに進路選択できると思った。



生活介護から就労継続支援 A 型までの話やコロナ禍での事業所の取り組みを聞けて良かったで
す。最後に話していた「たくさん挑戦・経験させる」という言葉が印象的でした。



毎日、児童の授業や対応に追われて、なかなか児童の進路や将来像について、意識することが
なかったのですが、今回の説明会で考えるきっかけができました。ありがとうございました。



短時間ではありましたが、様々なサービス・制度や取り組まれている内容を聞くことができて
良かったです。



事業所が取り組んでいる内容が様々で、勉強になった。



生徒の実態に合わせて、いろいろな事業所があることがわかった。



事業所の違いがわからないこともあったが、直接聞くことで理解できた。



事業所の概要が分かりました。良かったです。



新しい事業所の取り組みが聞けてよかった。医ケアの対応ができる事業所が増え、動ける話せ
る医ケア生の行き場所が広がっているような気がしました。



様々な事業所の活動内容を知ることができ、児童の将来を見据えた活動を考えていこうと改め
て考えることができた。



各事業所の特色がよく分かり、全てのサービスの話を聞けたことが良かった。



生活介護、自立訓練、就労継続支援 A・B 型、就労移行支援の事業所の話を聞くことができ、
それぞれの特性や内容を再認識することができた。



生活介護、就労系など、様々な事業所の事業内容や利用者の一日の過ごし方、生産物などを写
真等で見れて分かりやすかったです。生徒の卒業後についてイメージしながら聴くことができ
ました。



事業所ごとの特色が見え、比較もできたのでとても良い時間でした。



近隣の事業所の事業説明や活動内容を具体的に聞くことができて良かったです。説明も簡潔で
わかりやすく、色々な視点から見ることができたのも良かったと思います。



各事業所の特色が説明（動画や話など）から伝わってきたし、質問する時間もあったのでよか
ったが、人によっては質問しづらい状況？だったのかもと思った。

・ 日頃あまり聞けない高等部卒業後の地域社会の様子を聞くことができました。このような情報
を自分だけではなく、児童生徒と職員、保護者が目標を共有して同じ方向を向いて日々を頑張っ
ていくことが大切だと感じました。

質問内容→次回の説明会に呼んでほしい事業所は？
[保護者]
 kokua
 studio life work
 studio life work のような生活介護と就労継続支援 B 型が一体となった事業所。または短期入
所がある事業所。
 それぞれの 事業所が気になるので…色々呼んで欲しいです。
 次回は、うるま市もお願いします。医療ケアの対応できる事業所が他にもあれば、もっとしり
たいです勉強不足で、利用料の説明もあればありがたいです。入浴利用するひとと、しない人
で値段がかわるとおもうので、詳しく利用料も知りたいです。説明会では、恥ずかしくて、手を
上げれませんでした。きょうは、ありがとうございました。
【回答】
利用料金について 食事代 250 円／回 入浴代 50 円／回（希望者のみ）
介護給付費対象者 利用料金全体の 1 割減 ※負担限度額が 0 円の場合は、食事代・入浴代
のみとなります。
（an’s HP より）

 ここというのはありませんが、生活介護の事業者さんがもっと参加できれば嬉しいです。（高）

どことはないのですが、できる限りいろいろな事業所の話を聞きたい。

［職員］
 ありのまま
 就労継続支援 A 型【サンクスラボ株式会社】
 アネラはうす、チャレンジドセンターてぃだ
 どこでも Work
 アチェンド（２）
 生活介護事業所（特に医ケアを実施している）
 入所系サービスの内容も見てみたいです。
（２）
 在籍する生徒の実態に合わせて（保護者の希望）
 子どもたちにとって魅力的な事業所
 医療的ケアを主とする事業所
 今年度のように様々な種類の事業所があると良いと思います。
 特になし

その他要望など（開催時期・開催方法など）
[保護者]
 今回のようにオンラインだと、自宅からでも気軽に参加できるので、よかったなあと思いまし
た。でも直接個人個人で質問したいので、対面での説明会も必要だなあと思いました。（小）


今回のように体育館や zoom での開催がいいなと思いました。何らかの理由で学校に出向け
ない保護者も参加しやすいかな？（小）



今回都合が会わず 参加できなかった人もいるので 年に２回とかでもいいのかなぁ？と思い
ました。コロナ渦でなければ 直接お話など聞きたかったです。
（中）



ズーム開催は、学級閉鎖中でも参加できるのでありがたいです。時間も、ちょうどよかったで
す。途中で、医療ケアの子供の吸引があり、安心して画面をかえて、ぬけれたので、よかった
です。
（中）



この様な時期もあるのですが、自宅にいながら、もしくは出かけ先でもオンラインだと参加が
しやすくなるので凄く良かったと思います。後、スタートする前に保護者の皆さんへミュート
の仕方やリアクションのやり方、チャットのやり方を簡単に説明するのも良いかなと思いま
した。私は普段からズームをやる機会がありますが、初めての方だと何かと分からない点があ
るのかな？と思いました(⌒∇⌒)後、可能であれば、前半は生活介護、後半は就労と分け説明
会でもよいかな？と思いました。前半のみ参加、後半のみ参加と時間が分かれているともっと
参加しやすいかなと。就労支援もすごく勉強になったのですがオンラインだけに少し長く感
じてしまいました(⌒∇⌒)
【回答】
zoom については、不慣れな方もいらっしゃったかと思います、説明する時間が必要だ
ったと思います。また生活介護と就労を前半後半に分けることも検討はしていたのですが、
諸事情によりそのように実施することができませんでした。保護者の方にはご不便をおか
けいたしました。来年はできるだけ分けて実施できるようにして参りたいと思います。

［職員］
 リモートでしたがほぼ滞りなく進行できていてすごかったです。準備等お疲れさまでした。
 特になし（４）
 コロナが落ち着いたら、実際に事業所に足を運んで様子を拝見してみたいです。お疲れ様で
した。事前に保護者（参加する保護者だけでも）に聞きたいことをアンケートしても良かった
かな？と思いました。
● LITALICO は本校の実態と合っていないかと思いましたが、本校の卒業生が利用したという
ことを聞いたので、最初にそれを伝えてから説明しても良かったかなと思いました。
 コロナ禍の中でもこのように実施できたことがとても良いと思いました。進路部の先生方お
疲れ様でした。資料もとても参考になりました。ありがとうございました。コロナの心配が
無くなって以前のように学校で直接説明が受けられるようになるといいですね。
 係の先生方本当にお疲れ様でした。
 画期的な取り組み良かったです。お疲れ様でした。

 リモートでも事業所説明会ができ、進路部は大変だったと思うが、じっくりたくさん聞けて
よかった。
 コロナ禍の中、オンラインでの取り組みは非常に良かったと思います。調整等、お疲れさま
でした。途中に１０分ほど休憩を入れても良いかなと思いました。
【回答】
次回は休憩をいれるように計画していきたいと思います。
 サービスについて知ることができて良かったです。係の先生お疲れ様でした。
 今回は、事業所の種類（生活介護、B 型、A 型等）について知ることができましたが、自分
の担当する生徒にはどのような事業所が合っているか、そこに向けて何に取り組めばよいか、
もっと具体的なことが聞けるような機会があってもよいかなと感じました。

令和３年度

事業所説明会 アンケート集計
（事業所用）
令和４年１月２７日（木）実施

質問内容→【ZOOM による説明会の実施はいかがでしたか？】
(kokua)

(sorato)

(studiolife)
(リタリコ)

(メジャーサ
ポート）
(美原福祉
会)

対面と違って画面を通しての説明会でしたので慣れない感じはありまし
たが、会場に行かずにいろいろな場所からでも参加できるので良いと思い
ました
コロナ禍なので体育館で出来なかった事は、残念でしたが、ZOOM での
説
明会が実施出来良かったと思います。ありがとうございました。
接続確認からスケジュールや連絡事項など細やかに連絡いただき、スムー
ズに説明会を進めることができました。ありがとうございました。
対面の方が参加者の方を身近に感じながらお伝えできるので良いにこし
たことはありませんが、意外と距離間を感じずに説明ができたように思い
ます。参加者の方においても、全事業所の説明が聞ける点では充実できた
のかなと思います。私も他の事業所のことが知れて良かったです。
特にやりにくかったということもなく、むしろリラックスして参加できま
した。
特に、問題は感じませんでした。とても上手く進行されていたと思います。
また、こちらでトラブル生じてしまい、予定通り説明実施できなかったの
で、また機会を頂けたら、しっかり改善したいと考えています。
音声だけではなく、パワーポイント等があり伝わりやすかったです。
生徒や保護者の顔が見れればもっと伝わったと思います。

質問内容について→【事業所説明会について】
(kokua)

(sorato)

(studiolife)
(リタリコ)

(メジャーサ
ポート）

(美原福祉
会)

いつも以上に緊張してしまい、ちゃんと kokua の紹介できたかな？伝わ
っ
ていたかな？と不安はありますが、他の事業所さんのことも知れて交流で
き
たので楽しかったです。参加させていただきありがとうございました。
次回の説明会は、今回とは別の他事業所に参加依頼し、色々な事業所の仕
事
内容等を知るのも良いかもしれないです。
各施設・各事業所の特色や他事業所の内容などは、なかなか聞ける機会が
なかったので良かったです。
どんな形であれ、事業所説明会はとても意義のあることだと感じます。卒
業後の進路は人生の分岐点の一つでもあるため、できるだけ多くの情報を
提供できるといいですね。オンライン実施でも可能であれば、事業所を変
えて年に何度か実施してもいいと思います。また、この事業所に興味があ
る、説明を聞いてみたいというニーズがあれば、その生徒さん向けに個別
対応もできると感じました。リタリコはオンライン説明会を実施している
ため、いつでも対応できます。
泡瀬特別支援学校の生徒さんや親御さん、先生の方々や他事業所の方々と
顔を見ながら、お話を聞けたり、交流もでき、とても勉強になりました。
今回はあまり交流できなかったので、次回はもっと、こちら側でも余裕を
作って参加できたらと思います。
各事業所の取り組みや、ご利用者様も物作り等を行い、自分の居場所や、
生きがいを見つけていると感じました。とても勉強になりました。

質問内容→卒業後の生活に向けて、生徒に身に付けてほしい力や、保
護者に準備してほしいことなど、生徒や保護者、学校に向け
てメッセージをお願いいたします。
(kokua)

(sorato)
(studiolife)

(リタリコ)

たとえば、生活介護事業所によってもそれぞれ違った支援内容があるの
で、できるだけ早い段階から多くの事業所の見学（ｚｏｏｍの活用）や就
業体験などを行ってもらうと卒業後の選択肢が増えるかと思います。また
明確な目標やビジョンがあれば、卒業後スムーズな利用や取りくみができ
るかと思います。
・小さいこと・何でもいいので必ず目標を持って欲しいです。
・挨拶は自分から行う。
残り少ない学校生活ではありますが、その期間を利用して生徒様の特技
や得意分野を自分なりに再度確認や把握をして頂きたいです。それを踏ま
えて自分で出来る事を明確にしておきますと、卒業後の進路選択や今後取
り組みたい事などへのマッチングの際にスムーズに進んでいくのではな
いかと考えます。もちろん、上記のテーマは生徒や保護者、学校の先生方
も常日頃より尽力され、取り組み続けていることかと存じます。ありがと
うございます。
生徒様の可能性を広げていけるように共に協力をしながら、施設利用開
始前の会議などで私たちもサポートしていきます。今後ともよろしくお願
い致します。
説明会でメッセージを発信する場を設けていただき感謝します。
事業所説明会で、参加者へ向けてのメッセージ！

進路を決める段階の状態でその方に合ったところを選択すればいいとい
うものではないと思っています。その時の目標に向けて今のうちからで
きることを知り、準備していくことで将来が大きく変わるということを
お話したいと思います。
卒業後に利用開始するため、就労経験がない状態だと思います。それで
もその段階で働くんだーというイメージはあっても、自分に何ができる
か？何が得意か？できるか分からなくても、何が好きか？興味がある
か？どんなお仕事がしたいか？といった希望があるのとないのとでは、
スタート地点に大きな差がある。
働くといったモチベーションやスキルを身に付けるだけでは継続して働
くといった点では弱いです。働くことの土台には生活するということが
あり、生活面での乱れが働く上での障害になることがあります。健康的
な生活リズムが身に付いているだけでなく、働く時間健康を維持でき
る、その回復方法を知っていること。
活動できるだけの体力やストレスコントロールも大切です。
また、アラームを設定して起きることはできても、時間を意識しながら
準備をすることや身の回りのことなど、一人でできるか？
はい。顔洗ってきてー、そろそろ出ないと間に合わないよーなど、声を
かけてもらいながらやっていることが習慣化されていた時に、家族がた
またまいない日は遅刻してしまう、仕事に行けないということが起こり
ます。
このような時に電話のかけ方、名前を伝えて要件を伝える、この 2 つが
伝えられればいいんだということを知っているだけでトラブル対応がで
きます。もちろん、その方法として、携帯電話が持てないとしたら、メ
ールの仕方など、この子だったらどんな方法ができるだろうか？と試行
錯誤してみてほしいです。
金銭管理にしても、お小遣い帳を一緒につけてみるということを訓練の
中でやることが多々ありますが、家庭環境のことはなかなか私たち支援
者が踏み込めることでもないですが、できることは自立してほしいとい
う気持ちはご家族にもあると思いますので、ご本人たちと一緒にどうな
りたい？何ができるようになりたい？という話をたくさんして、できる
ための方法を試してほしいです。
身体の方に多く見られるのが、発信力がとても弱いです。周りの方々が
先にやってしまう、準備してくれるといった状況が身に付いているた
め、「待ちの状態」がよく見られます。

(メジャーサ
ポート）

些細なことでも、自分で考えて自分で決断する、そしてやってみるとい
う自己決定→自己実現という経験が結果によらず自信にはなります。サ
ービスの中で教えていくことも多々ありますが、ご家庭でできることと
支援側でできることは違うため、その両者がそれぞれの役割を担うこと
が重要です。
生徒さんや保護者の方には、学校の担当の方や、相談員の方、役 所の
担当の方等、いろいろな方とよく相談しながら、ご本人に合う、サービス
や事業所を選ぶことが大切かと思います。見学や体験といった機会も活用
してみることも、おすすめしたいです。また、支援者の方の協力ももらい
ながら、短期目標、長期目標を、できるだけ明確にして、目標に向かって、

(美原福祉
会)

前向きに取り組んでいけているという感覚を得ることがとても大切にな
ってくるかと思います。
今後の様々な活動、応援しています。
自分の思いを伝え他者の思いを感じるコミュニケーション能力を身に付
け、やりたい事にどんどん挑戦して欲しい。

質問内容→その他、要望等がありましたらご記入下さい。（時期・開
催方法など）
(kokua)
(sorato)
(studiolife)

(リタリコ)

(メジャーサ
ポート）

(美原福祉
会)

なし
なし
今回は ZOOM での説明会に参加させて頂きありがとうございました。
ぜひ、次回の開催の時には生徒、保護者と対面での説明会ができる事を楽
しみにしています。
卒業後の進路についてや体験実習の相談やお問い合わせなどありました
ら、ご連絡いただけると幸いです。
特にありません。
何かありましたら、何なりとご相談ください。
この度は、貴重な会に参加させていただき、誠にありがとうございました。
特にありませんが、もう少し、生徒さんや保護者さんとも交流をしたかっ
た想いもあります。今回、貴重な機会にお呼びいただき、大変光栄でした。
ありがとうございました。また、 機会がございましたら、よろしくおね
がいいたします。
次回はぜひ生徒や保護者と直接対面でお話してみたいです

