
公表：令和5年3月27日
事業所名：ABAスクールペッピーパッチ 　　　　　　　　　　　　　　　職員数：7　　回収数：7　　回収率：100％

設問 はい いいえ
どちらとも
いえない

わからない

ご意見(アンケートより)
○「はい」のご意見　 ●「いいえ」のご意
見
△「どちらとも…」のご意見
▲「わからない」のご意見

ご意見ご質問への回答
工夫している点・改善目標

1
子どもの活動のスペースは十分に
確保されているか

100% 0% 0% 0%

2 職員の配置数は適切であるか 57% 14% 29% 0%

●人数に余裕がないため、職員が休んだ時に
他の職員でカバーすることがスムーズにでき
ない。
△1対1の療育なので利用者様に対しては適
切。

職員の休みに対応できず、こちらからご利用
をお断りする際には、できる限りご希望に応
じて振り替えられるようにしています。

3

生活空間は本人にわかりやすい構
造化された環境か
また事業所の設備等は障害特性に
応じ、配慮が適切か

57% 0% 43% 0%

△特別な配慮はしていないが、シンプルな構
造なのでわかりやすさはあると思う。
△生活空間はわかりやすい。階段が子ども向
けではない。

階段については利用者からも怖いという声が
あるため申し訳ないですが、手擦り等安全面
に出来る限りの配慮をしています。

4

生活空間は清潔で心地よく過ごせ
ているか
また子どもたちの活動に合わせた
空間となっているか

100% 0% 0% 0%

5
業務改善を進めるためにPDCAサ
イクル(目標設定と振り返り)に広く
職員が参画しているか

29% 0% 14% 57%

△一部では行っているが、広くというと行っ
ていない面もある。
▲広く全員が参画しているのかはわからな
い。

職員一同PDCAサイクルを意識して取り組む
よう意識づけをしていきます。

6
保護者向け評価等を活用するなど
して保護者の意向を把握し業務改
善につなげているか

71% 0% 0% 29%

全てを改善できてはいないが、少しずつでき
ることから改善をしています。今後も改善を
続けていきます。

7
評価の結果を踏まえ、事業所の自
己評価を行うとともに、評価及び
改善内容を公開しているか

57% 0% 0% 43%

毎年年度内にホームページで公表しておりま
すが、職員への周知が行き届いていないよう
なので、改めて周知します。

8
第三者外部評価を行って業務改善
につなげているか

0% 43% 0% 57%
今後行う予定でおります。

令和三年度　事業所職員からの事業所評価アンケートの集計結果（公表）
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9
職員の資質向上の研修を行ってい
るか

100% 0% 0% 0%

〇定期的に研修している。 コロナ禍ということで行っていなかった対面
研修を、今年度は人数を分けて行いました。
次年度も企画していきたいと思います。

10
子どもと保護者のニーズ・課題を
客観的に分析したうえで児童発達
支援計画を作成しているか

100% 0% 0% 0%

11
子どもの適応行動の状況を図るた
めに標準化されたアセスメント
ツールを使用しているか

71% 14% 0% 14%

12

児童発達支援計画はガイドライン
の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、
そのうえで具体的な支援内容が設
定されているか

86% 0% 0% 0%

13
児童発達支援計画に沿った支援が
行われているか

100% 0% 0% 0%

14
活動プログラムの立案をチームで
行っているか

57% 29% 0% 14%

●コンサルタントが行っている。 事業所の方針として、プログラムはコンサル
タントが作成することになっています。

15
活動プログラムが固定化しないよ
う工夫しているか

71% 0% 0% 14%

日々のセッションはセラピストがコンサルタ
ントと相談しながら、工夫して行っていま
す。

16
子どもの状況に応じて個別と集団
を適宜組み合わせて児童発達支援
計画を作成しているか

29% 43% 0% 0%

●個別の事業所なので組み合わせてはいな
い。

個別の療育の事業所なので、個別に特化して
いる計画を立てています。

17
支援開始前に職員間で必ず打合せ
やその日の支援内容と役割分担に
ついて確認しているか

71% 14% 14% 0%

△毎回ではなく必要に応じて。
●1対1なので役割分担はない。
〇職員間で共有の必要がある時には必ず確認
する。

申し送りシートの書式変更したり、職員の意
見をききながら、共有をしやすい工夫を随時
進めています。

18
支援終了後に職員間で打合せや支
援の振り返りをし気付いた点を共
有しているか

71% 0% 29% 0%

△毎回ではない。
△毎回全職員がしているわけではないが、気
づいたことがある時に共有している。
〇必要あればしている。

なかなか全職員が一堂に会する機会を設けに
くいのですが、共有がスムーズにいくように
共有に使える日々記入するシートなどを作成
し、活用しています。
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19
日々の支援に関し記録をつけるこ
とを徹底し支援の検証改善につな
げているか

100% 0% 0% 0%

全職員が意識をもって記録をつけることを徹
底していき、コンサルタントがその記録をも
とにして、支援の検証改善につなげていける
ように今後も務めていきたいと思います。

20
モニタリングを行い児童発達支援
計画の見直しの必要性を判断して
いるか

100% 0% 0% 0%

21
相談他所のサービス担当者会議に
その子供の状況に精通した最もふ
さわしいものが参画しているか

57% 14% 0% 29%

●サービス担当者会議が開催されていない。 サービス担当者会議がある場合は、管理者が
参画しております。

22
母子保健・子育て支援等関係機関
と連携した支援を行っているか

43% 29% 0% 29%

23 該当せず

24 該当せず

25

移行支援として保育所・認定こど
も園・幼稚園・特別支援学校(幼稚
部)等との間で支援内容の情報共
有、相互理解を図っているか

57% 0% 29% 14%

△ご希望があれば行っている。 他機関の見学、情報共有も個別に対応してい
ます。

26
移行支援として小学校・特別支援
学校との間で支援内容の情報共
有、相互理解を図っているか

57% 0% 29% 14%

△ご希望があれば行っている。 他機関の見学、情報共有も個別に対応してい
ます。

27

児童発達支援センター・事業所発
達障害者支援センター等専門機関
と連携し助言や研修を受けている
か

57% 14% 0% 29%

東京都あるいは区主催の研修には必ず参加し
ております。

28
保育所・認定こども園・幼稚園等
の障害のない子どもと活動する機
会があるか

14% 86% 0% 0%

個別の療育機関なので、事業所として活動す
る機会を設ける予定は現時点ではありませ
ん。

29
地域の自立支援協議会等へ積極的
に参加しているか

14% 29% 0% 57%
管理者が責任をもって参加しています。

30
日頃から子どもたちの状況を保護
者と伝えあい発達状況・課題につ
いて共通理解を持っているか

86% 0% 14% 0%

〇毎セッション時にフィードバックタイムあ
り。

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
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31
保護者対応能力向上を図る観点か
ら保護者に対してペアレントト
レーニング等支援を行っているか

100% 0% 0% 0%

通常通り半年に一回の期間でのペアレントト
レーニングを実施しました。
また、令和３年度より開始した申込制の相談
支援も複数の保護者様にご活用いただいてお
ります。
今後機会があれば、保護者様から発信がない
場合でも、保護者対応能力向上を図る観点で
の支援もしていきたいと思います

32 該当せず

33

児童発達支援ガイドラインに基づ
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を行い
保護者から同意を得ているか

100% 0% 0% 0%

34
保護者からの子育ての悩み等の相
談に適切に応じ必要な助言と支援
を行っているか

100% 0% 0% 0%

〇毎回保護者とコミュニケーションをとり、
必要時はコンサルタントに言う。

令和３年度より、どの保護者様の相談にも応
じることができるよう、相談があれば、セラ
ピストを通してコンサルタントへ報告し、対
応していく仕組みを作りました。
また、申込制の相談支援も始めました。

35
父母の会活動を支援したり、保護
者会を開催する等保護者同士の連
携を支援しているか

0% 100% 0% 0%

保護者同士の連携を支援することは、現在は
しておりません。

36
相談申し入れの際迅速かつ適切に
対応しているか

100% 0% 0% 0%

今後、現状より迅速かつ適切に対応できる仕
組みをさらに整えていきたいと考えていま
す。

37
会報等発行し活動概要・行事予
定・連絡等の情報を発信している
か

14% 86% 0% 0%

38
個人情報取り扱いは十分注意して
いるか

86% 0% 0% 14%

39
障害児とそ保護者に意思の疎通・
情報伝達のための配慮をしている
か

100% 0% 0% 0%

40 該当せず

＊＊＊＊＊＊＊＊
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41

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
を策定し職員や保護者に周知して
いるか

86% 0% 14% 0%

△職員には周知しているが、保護者には周知
できていないかもしれない。

職員には研修で周知徹底し、保護者には契約
時に周知しています。

42
非常災害時に備え避難・救出その
他必要な訓練をいているか

86% 0% 14% 0%

△一部の職員（常勤）ではしている。 年に一回は常勤職員で訓練をしています。
訓練後に非常勤職員、保護者に向けて周知徹
底していきたいと思います。

43
事前に服薬・予防接種・てんかん
発作等子どもの状況を理解してい
るか

100% 0% 0% 0%

服薬、予防接種については申し込みの際に保
護者からききとっています。
てんかん発作のあるお子さんについては、保
護者にさらに詳しく状況をききとり、担当に
周知するようにしています。

44
食物アレルギーのある子に対しき
ちんとした対応がされているか

100% 0% 0% 0%

全職員が把握できるよう、保護者様へききと
りをし、個別ファイルにアレルギーの有無、
詳細を明記しています。

45
ヒヤリハット事例集を作成し事業
所内で共有しているか

100% 0% 0% 0%

回覧したり、研修時等に共有しています。

46
虐待防止のため社員研修等の機会
を確保しているか

71% 14% 14% 0%

自分ごととして考えることのできるような内
容で、動画を用いて、研修する予定です。

47

やむを得ず身体拘束を行うかにつ
いて組織的に決定し、子どもと保
護者に事前に説明し了解を得たう
えで児童発達支援計画に記載して
いるか

57% 29% 0% 14%

〇拘束は基本なし。
●これから記載する予定。
〇そのような機会はない。

スクールの特性上、身体拘束は行わない、あ
りえないことです。
また、身体拘束ということではないですが、
令和4年12月より、個別支援計画書に
「ABAの行動の原理に基づいて、自発の行
動を止めることがあります」と記載し、保護
者様にご理解を得ております。
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