
保護者等からの事業所評価集計結果（公表）

事業所名 ： 児童発達支援 pomme kids  にいざルーム 保護者等(児童)人数 回答数 回答割合（％） 公表日：2022年3月
21人 11人 52%

チェック項目 はい いいえ
どいらともいえない

わからない ご意見 ご意見を踏まえた対応

① 子どもの活動などのスペースが十分に確保され
ているか

8 3

・活動内容をHPで見る限りで
は確保されているように思いま
す
・限られたスペースで廊下など
も使いながら行えていると思
う。
・部屋を分けたり活動内容分け
てくださったりして下さってる
ので充分やって下さってると思
います
・参加人数が多い時は狭いので
はないかと感じる

・活動に応じて、グループ分け
を行い、子ども達が伸び伸びと
活動できるよう工夫を行ってい
ます。人数が多い日は駐車場や
相談室も利用しながら過ごせる
よう考えていきます。

② 職員の配置数や専門性は適切であるか

8 3

・発達障害という視点からみる
と、専門性がかけているような
気もしますが、出来る限りの対
応して下さっているので満足し
ております
・人数はいると思うが、毎日全
員見てないのでわからない。
・正確な先生方の人数はわかり
ませんが少なくても大きなけが
もしてきませんし満足していま
す。学んで来ることも多いので
適切な環境なんだと思っていま
す
・充分な人数で手厚く細やかに
見て頂いていると感じる
・玄関先で職員に子供を預ける
ので  職員の配置人数、専門な
どは分かりません

室内が見えにくい構造になって
いる為、保護者の方に日々の療
育をお見せ出来ていないのが現
状ですが、コロナ渦が落ち着い
たら参観日も設けようと考えて
います。また、巡回の作業療法
士の先生にも来ていただけるこ
とになりましたので専門職員か
らの意見も取り入れながら今後
も努めてまいります。

環境・体制整備
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③ 生活空間は、本人が分かりやすい構造化された
環境になっているか。また、障害の特性に応じ、
事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達
などへの配慮が適切になされているか

10 0 1

・施設内はキレイですし危険な
どに配慮されているように思い
ます
・うちの子は問題ないが、障害
の違う子にとってはわからな
い。
・他のお子様に関してはわかり
ませんが息子に関しては充分か
なと思います。

・一人一人が過ごしやすいよう
構造化に努めていきたいと思い
ます。

④ 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
なっているか。また、子ども達の活動に合わせた
空間となっているか 11 0 0

・そう思います。
・明るく、綺麗で清潔にされて
いると思います
・常に掃除と消毒をしていただ
いているので安心です

・ありがとうございます！子ど
も達が安心して生活課題に取り
組めるよう今後も努めていきた
いと思います。

⑤ 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析
された上で、児童発達支援計画が作成されてい
るか

11

・応えていただいています
・漠然としたことしか伝えられ
ないところ、汲み取っていただ
いて、計画してくれている。
・日々よく観察して下さってま
すし目標に向かって一緒にやっ
てくださってると思います
・本人のステップアップを無理
なく計画作成していただいてい
る
・子供のことをよく見て 考え
てくれていると感じます

・ありがとうございます！今後
も全力で子どもたちと向き合
い、より良い療育が出来るよう
取り組んでいきたいと思いま
す。

⑥ 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラ
インの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発
達支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支
援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの
支援に必要な項目が適切に選択され、その上
で、具体的な支援内容が設定されているか

11

・支援内容も日頃の生活などを
考慮して設定されていると思い
ます
・地域支援に関してはわかりま
せんが家庭内の話や子供の話は
よく聞いてくださってます

・ガイドラインが身近に感じて
頂けるように完全していきたい
と思います。

⑦ 児童発達支援計画に沿った支援が行われている
か

3

・そう思います
・活動の中で根気よく支援して
下さっていて、本人の自信に繋
がっていると感じる

・ありがとうございます！事業
計画に沿って丁寧に取り組んで
いきたいと思います。

適切な支援の提供
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⑧ 活動プログラムが固定化されないように工夫され
ているか

10 1

・机上活動は工夫されているよ
うに思います
・運動週間、制作週間などして
いる。
・色々季節ごとや感触遊びなど
工夫されているなぁと毎回感謝
しております
・工夫して色んなことをしても
らっていると感じます。子供が
楽しめるように工夫されている
と思います
・家ではなかなかできない色々
なことをしてもらえてます

・感覚遊び、運動遊び（リト
ミック）、製作活動の３つを軸
に今後も子ども達が様々な体験
ができるよう工夫していきたい
と思います。

⑨ 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、
障害のない子どもと活動する機会があるか

1 3 7

・コロナ禍ですのでそうゆう企
画があったのか、またはあるの
かはわかりません

・コロナ禍の中で交流会は難し
かったですが、日々の戸外活動
や公園遊びで関わる機会があっ
た際は、発信に努めたいと思い
ます。
・地域支援での親子プログラム
を定期的に実施できるように、
情勢をみながら計画を立ててい
きたいと思います。

⑩ 運営規定、利用者負担額等について丁寧な説明
がなされたか 2

・契約時にしていただきました ・ありがとうございます！

⑪ 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の
提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これ
に基づき作成された「児童発達支援計画」を示し
ながら、支援内容の説明がなされたか

11

・そう思います ・ありがとうございます！

⑫ 保護者に対して家族支援プログラム（ペアレント
トレーニング等）が行われているか

5 2 4

・おこなってくださったらとて
も嬉しいですし是非参加したい
です
・そういった機会はありません
が月に1度の活動記録を読むと
先生がどんな風に対応してくだ
さっているかよくわかるのでそ
れを参考にしています。

・今後機会を作っていけるよう
に検討していきたいと思いま
す。
・活動記録の方も分かりやすく
丁寧にお伝えできるように努め
てまいります。

保護者への説明等
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⑬ 日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子
どもの健康や発達の状況、課題について共通理
解が出来ているか

10 1

・できてます
・最近の様子を連絡張で伝え、
帰る時にその日のことを先生が
伝えてくれるのが、毎回楽し
み。
・送迎時によく話を聞いてくだ
さってくれます
・どの先生と話しても情報共有
ができていると感じる
・それぞれの先生が子供と関わ
り、活動報告なども日々時間を
とって良くしていただいてると
感じます
・お迎えの時に1日の様子を
ざっくり聞いていて、日々でき
ることが増えているのが実感で
きて嬉しいです

・ありがとうございます！1人1
人の方にご満足いただけるよ
う、連絡帳やブログではお伝え
出来ない部分も細かく丁寧にお
声掛けしていきたいと思いま
す。

⑭ 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関す
る助言などの支援が行われているか

10 0 1

・十分にあります
・希望者のみでもかまわないの
で保護者参観や見学会面談がも
う少しあったら嬉しいです
・家での困り事や気になる事を
伝えると活動中も気にかけて下
さっていると感じる

・有益なアドバイスと受け取っ
ていただけるようなお声掛けが
できるよう今後一層取り組んで
いきたいと思います。

⑮ 父母会の活動の支援や、保護者会等の開催に
より保護者同士の連携が支援されているか

1 4 6

・コロナ禍の為、厳しいと思い
ます
・新型コロナで実施なし
・コロナ禍であるのかがわかり
ません

・ご利用者の方に満遍なく満足
していただけるように行事の設
定をしていきたいと思います。
また、コロナ渦が落ち着き次
第、行事等も復活出来るように
努めてまいります。

⑯ 子どもや保護者からの相談や申し入れについ
て、対応の体制が整備されているとともに、子ど
もと保護者に周知・説明され、相談や申し入れを
した際に迅速かつ適切に対応されている 10 0 1

・されてます
・説明や対応はとても早く満足
しています
・相談や申し入れなど 快く受
けていただき、かつ適切に対応
していただいてると感じます

ありがとうございます！いつで
もご相談ください！

児童発達支援 pomme kids  にいざルーム  保護者等からの事業所評価集計結果（公表）令和3年度 4/5



⑰ 子ども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るか 11 0 0

・随時連絡をもらえる
・そう思います

・日々1人1人のスタッフが意識
して取り組んでいます。

⑱ 定期的に会報やホームページ等で、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どもや保護者に対して発信
されているか

10 1

・今年度より活動していただい
てます
・活動内容がわかるホームペー
ジはとても楽しみにしています
し成長が見れるのでとても満足
しています
・ブログいつも楽しく拝見して
おります。
・ホームページでのブログでは
写真付きで子供たちの様子や先
生との関わりがが見られるので
嬉しいです

・ブログを楽しみと言っていた
だけてとても嬉しいです。あり
がとうございます。子どもたち
がどういった活動をしているの
か日々の姿を今後もアップして
いこうと思います！

⑲ 個人情報の取扱いに十分注意されているか
11

・そう思います ・今後も十分に注意を払ってい
きたいと思います。

⑳ 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症
マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明され
ているか。また、発生しを想定した訓練が実施さ
れているか

9 2

・実施されてます
・避難訓練されていますし、コ
ロナ感染マニュアルもしっかり
されてると思います

ありがとうございます！

㉑ 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るか

10 1

・行われてます
・そう思います
・定期的に避難訓練をしていて
安心できます。

・月に１回避難訓練を行ってい
ます。１年に１回保護者参加型
の引き取り訓練を実施しており
ます。

㉒ 子どもは通所を楽しみにしているか

9 2

・通所をしぶりますが、結局楽
しんできてます
・お友達と会えるのを楽しみに
している。
・とても楽しみにしています
・毎日、ポム行くよー！と楽し
みにしている

・ご家族とお子様がともに楽し
みしていただける場所となるよ
うに今後も努めていきたいと思
います。

㉓ 事業所の支援に満足しているか

11

・ポムキッズなしでは語れない
くらい、お世話になっておりま
す。
・こちらに通えたおかげで、子
供が安心して過ごせる居場所が
できたので本当に良かったと思
う。
・明らかに、通所前と比べて出
来ることが格段に増えていま
す。日頃から暖かく見守ってい
ただけて本当にありがとうござ
います。  

・嬉しいお言葉ありがとうござ
います！！
今後もお子様の成長やご家族の
サポート、地域の皆様との活動
などを通して、皆様にご満足い
ただける事業所を目指して頑
張っていきたいと思います！！

○   この「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、 その結果を集計したものです

非常時などの対応

満足度
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