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            平成３０年の年頭に当たって 
 

 
<初日の出 城陽市内から> 

 

 寒さ厳しい中でも、比較的穏やかに「初日の出」を拝することができましたが、皆様にはお健

やかに正月を過ごしていただけましたでしょうか。 

 

 昨年は社会福祉法人改革元年を迎え、法が求める法人の高い公益性・非営利性にふさわしい経

営組織の構築と財政規律の透明性の向上のために、議決機関としての評議員会を設置し、公認会

計士による外部監査を義務づけられるとともに、定款及び決算等の計算書類を公表する義務も課

せられました。 

 

 そこで、法人では、４月からの新しい評議員を選任し、６月に開催した第１回の定時評議員会

において新定款に基づく理事・監事が選任され、新しい体制での法人運営が始まりました。 

  同時に、法人でも職場の意見をくみ上げる中で、第１期に引き続く「第２期中期経営計画」を

長期ビジョンとともに策定し、施設整備及び設備老朽化対策、経営改善の取り組み、働く職場環

境作り並びに法人名称変更の検討などを進めることにしました。 

 具体的に実施したものでは、長年用地取得に苦慮していた山科エリアにおいて「京都東野障害

者福祉センター」を竣工・開設し、生活介護事業、放課後等デイサービス事業、居宅介護や行動

援護等を支援するヘルパー派遣事業、地域交流事業などを一つにまとめた施設として出発するこ

とができました。 

 そして第２期中期経営計画に基づく事業として、「だいご学園分園」新設用地の取得とその新築

設計を進め、年末には建設に着手するとともに、伏見センター・山科センターの全館エアコン改

修工事、洛南エリアの LED 照明化工事も施工し完了しています。 

 業務ソフトでは、何かと管理経費がかさむサーバーシステムを廃し、クラウドシステムを活用

した支援記録ソフト、財務会計ソフトに更新しますし、更に人事管理ソフトを新規導入して、よ

り正確・迅速に処理し効率化を図ることとしました。 
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 また、従前から人事評価制度を実施してきましたが、より効果のある人材育成を求め、専門の

会社に業務委託して運用内容の改善をして、手始めに管理職を中心とした試行を始めていますし、

３月で試行が終了しますので、その後は試行の中で得たノウハウを元に、対象者を法人全体に広

げて実施しよう思いますが、一つ一つ内容を検証しながら慎重に進めて参りたいと考えています。 

 

 さて、本年は、まず「だいご学園分園」の竣工・開設が待っています。今日まで、地域の方々

との関わりを大切にして施設運営に当たってきましたが、新設される分園ではより具体的な方策

を取り入れて、積極的に地域に開放する施設運営を目指しています。 

 そして、これも借地・借家の「いたはし学園」の安定的運営を確保するための用地取得及び移

転、手狭となっている伏見センター分室の確保、洛南会館の将来的な役割と施設整備の検討を始

めることなど、喫緊の課題が山積しており、広く法人全体の施設整備 10 カ年計画を建てつつこ

れらを実現してゆくこととしております。 

  今一つ重要な課題として、法人の災害対応マニュアル策定の取り組みがあります。地震などの

災害発生にどう対処するのか、本部と施設の役割分担、災害への対処（連絡体制、時間内・外の

対応、福祉避難所の設置・運営）等々、多くの課題があり、さしあたり早急に各施設が集って学

習する場を持つ必要があると考えます。 

 平成３０年も多忙な一年となりますが、職員の皆様のお力をフルに発揮していただき、法人を

元気な組織にもり立てていただきますよう、切にお願いいたします。 

 

  最後に私自身として、年末ギリギリに嬉しい話題を頂戴した事項を２つ。法人のロゴマークに

多くの方々が応募していただいたこと（選定結果は後日報告いたします）。そして、極めて憂慮す

べき事柄・食事提供体制加算（給食加算）の廃止が検討されていましたが、寸前で継続と決定さ

れたことです。素晴らしいお年玉を頂戴し、ありがとうございました。 

 

（理事長：安田 行雄） 
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理事会からのお知らせ（１２月１４日開催） 
 

１ 法人ロゴマークの最優秀賞作品が決定しました。１月１６日の新年会で発表します。 

１０月から募集していた法人ロゴマークは、１２月６日の締め切りまでに、職員８名、利用者

３名の方から１３点の応募がありました。 

応募作品はどれも素晴らしい作品ばかりで、選考は困難を極めましたが、１２月７日の管理職

会議で３点の優秀賞を選考し、その中から最優秀賞１点を、１２月１４日の理事会で熱い議論を

交わした末に、最後は投票によりようやく選考することができました。 

最優秀賞については、今後、法人ロゴマークとして法人名と共に使用し、名刺や封筒などの印

刷物や法人内外への情報発信等に有効に活用させていただきます。 

なお、最優秀賞１点及び優秀賞２点は、１月１６日に開催される法人新年会の席上で発表する

予定ですので、今しばらく楽しみにお待ちください。 

ご応募いただいた皆さん、誠にありがとうございました。 

 

2 だいご学園分園新築工事の進捗状況（報告） 

だいご学園分園新築工事は10月16日に高塚工務店と工事契約し、11月11日には地元の醍醐

南自治会定例役員会で工事実施を説明してご理解を得て、同月16日に地元自治会長の南崎様にも

ご出席いただいて、理事長や工事関係者らによる地鎮祭を執り行い、翌週の20日から地盤改良工

事や基礎工事に着手して、現在、順調に工事進捗しています。 

予定では、１月に建て方工事、２月から３月に外装・内装工事、３月中に外構工事を終えて、

４月には和風の木造二階建、延べ床面積392㎡（1階239㎡、2階153㎡）のだいご分園が完成

しパン製造や店舗・喫茶を開設します。また、建物には京都府補助金を得て京都府産木材を使用

し、木の温かみを活かして地元の皆さんが憩える場づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部事務局からのお知らせ 
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親子で『新幹線 café！』を開催しました 
 

 さる１２月２３日（土・祝）に「地域交流スポット楽」の第二弾のイベントとして、親子で『新

幹線 café！』を開催しました。 

山科エリアの各施設長をはじめ、京都市文化市民局まちづくりアドバイザーの方や山科区社会

福祉協議会、相談支援事業所コネクトの方々にも企画段階からご参加ご協力いただき、イベント

を開催することが出来ました。 

今回のイベントでは、東野センターの特長の一つでもある、新幹線の見える風景を利用して、

新幹線好きの親子に楽しい一日を過ごしてもらうと共に、この企画を通して地域の方々に障がい

児・者の施設のことや利用される当事者の存在を知ってもらう機会といたしました。 

当日は天候にも恵まれ、９８名の新幹線好きな親子や放課後等デイサービスの子どもたちも参

加され大変賑わいました。１階では、広範囲のプラレールで遊んだり、新幹線の塗り絵やペーパ

ークラフトの工作をしたり、駅員の帽子をかぶりインスタントカメラ（チェキ）で記念撮影して

お土産に写真を持って帰ってもらいました。また、屋上階に設置した WEB カメラで、リアルタ

イムに新幹線が間近を通過する迫力ある映像を 1 階の大型スクリーンに写したり、カフェでドー

ナツやコーヒー・ジュースを販売して、ゆっくりくつろいでいただきました。 

２階では、スヌーズレン室を開放し、リラックスできる心地よい、楽しい空間をつくり、屋上

階では、至近距離で迫力ある新幹線を堪能していただきました。また、参加された方からは「次

回はいつですか？」と質問される方もいらっしゃいました。 

今回、このイベントに多くの方が参加していただいたことに大変感謝いたします。これを機会

に「地域交流スポット楽」での事業をさらに進め、地域の方との交流を深めながら地域の施設と

して根付いていきたいと思います。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都東野障害者福祉センター：高橋 憲二） 

 

 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ① 【東野センター】 

プラレール 塗り絵 ペーパークラフト 

新幹線観賞 カフェ 

記念 
撮影 
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☆☆☆メリークリスマス！☆☆☆ 
 

 3 月 31 日に開所し、早くも 9 か月が経とうとしています。「すてーじ」の子どもたちは寒い冬

も元気いっぱいに活動しています。 

 12 月に入り、「すてーじ」では初めて迎えるクリスマスに向けて、子ども達と一緒にツリーの

飾りつけやリースの創作等、準備をしてきました。思い思いに彩ったカラフルな飾りで、デイル

ームは一気にクリスマス一色になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちにまったクリスマス。「すてーじ」にもサンタクロースがやってきました。楽しいゲームや

クリスマスソングで、この春知り合い、仲良くなった仲間と一緒に楽しいひとときを過ごしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

さぁ、冬休みの始まりです。子どもたちが楽しみながら沢山

の経験や学びが出来るよう、これからも職員一同支援に努めて

行きたいと思っています。 

 

  （放課後等デイサービス「すてーじ」：奥田 知奈津） 

 

 

 

 

 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ② 【放課後等デイすてーじ】 
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≪試合前の和やかな雰囲気≫ ≪みなさん集中しています！≫ 

≪ボールの行方は・・・≫ ≪お昼ごはんでほっこり≫ 

 

 
 

卓球バレー大会に参加してきました 
  

寒さが厳しさを増し始めた１２月 3 日（日）、京都市障害者スポーツセンターで行われた卓球バ

レー大会に参加してきました。 

 今回は B 型利用者の方と、生活介護利用者の方で合同チームを２つ作っての参戦でした。 

 

 会場は例年通り多くのチームが参加されていて、開会式までは和やかな雰囲気でしたが、プロ

グラムに目を通した瞬間・・・皆さんの目の色が一変！卓球バレーがとても強い某事業所さんの

チームと対戦が組まれていました。 

 思わず「これは頑張らなければ！」と、自然と気合いが入りました。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試合が始まると、１打１打ボールの行方を真剣な表情で追いかけ、素早くラケットを振りぬき

ます。今回はどの試合も、点数を取って取られてのシーソーゲームばかりで、応援する側にも思

わず手に力が入り、「頑張れ！」「オッケーナイス！」と大きな声援が飛び交いました！ 

 そして、某事業所さんチームとの対戦では、念願の１セットを取りました！（試合には負けて

しまいましたが・・・）今まではストレート負け続きの相手だっただけに、試合には負けても、

皆さんの表情が晴れやかだったのが印象出来でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残念ながら、2 チームとも午後の決勝トーナメントには進めませんでしたが、B 型利用者さん

と生活介護利用者さんの交流の場にもなり、みんなで一丸となって 1 つの目標に向かって頑張る

事の楽しさを、参加された全員が感じる事の出来た 1 日になったと思います。 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館 就労継続支援 B 型事業：小出 将也） 

 

 

 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南会館：B型】 
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車椅子体験に行ってきました！！  
 

伏見障害者授産所は伏見障害者デイサービスセ

ンターと一緒に、地域公益事業の一環として毎年近

隣の小学校二校に車椅子体験に出向いています。

12 月は伏見区社会福祉協議会と合同で住吉小学校

へ行ってきました。体験したのは 4 年生で、授産所

の利用者さんも一緒に参加しています。 

 

車椅子についての話、授産所やデイサービスの説

明の後は、利用者さんが車椅子で生活している経験

を話しました。道路は体育館のように平面ではなく

移動が大変なこと、ボッチャや卓球バレーなどの障

害者スポーツの大会に参加して頑張っていることなど、様々な体験を聴き生徒たちも興味を持っ

たようでした。その後の質問タイムでは、「車椅子は何台持って

いますか」「一人で出かけることはありますか」「障害者用のト

イレがない場合はどうするのですか」「ジェットコースターには

乗りますか」などの様々な質問が飛び交いました。 

 

車椅子体験は二人一組になり、乗る人と押す人両方を全員に

体験をしてもらいました。段差に見立てたマットを車椅子で越

える時は、操作が難しくなかなかマットに上げられない生徒も

いました。その後はクラスの代表が一人ずつ電動車いすの操作

を体験！みなさん初めてでしたが、上手に操作していました。 

日常生活で車椅子を押したことがある人は生徒 1名と先生1

名の 2 名だけ。ほとんどの人が初めての体験でした。車椅子で

生活する人がヘルパーと一緒に行きたいところへ行けることや、

自宅と外出で車椅子を使い分けている人もいることなど、実際

の生活を利用者さん本人から聞けたことで大きな学びになった

ようです。これから誰もが参加できる社会を担っていく生徒さ

んたちにとって、この車椅子体験が活かされるように活動に力

を入れていこうと思っています。  

 

（京都市伏見障害者授産所：前田 由美子）                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【伏見授産所】 



8 

 

 

 

 

地域の身近な相談窓口です！ 
 

★支援センター「らくとう」とは… 

 正式名称は、京都市東部障害者地域生活支援セン

ター「らくとう」です。京都市より委託を受けてい

る相談支援事業と、計画相談支援事業（障害福祉サ

ービス等を申請した障がい者(児)対象）を行っていま

す。 

 「らくとう」では、京都市東部（東山区・山科区・

伏見区醍醐地域）にお住いの障がいがある方を対象

としています。障がいの幅も広く、身体・知的・精神障がいの方だけではなく、発達障がい、高

次脳機能障がい、難病の方など様々です。年齢も赤ちゃんから高齢者まで、ライフステージに応

じた相談に対応しています。 

 事務所は山科駅から徒歩 10 分ほどのマンション（エスポワール京都）のテナント 1 階にあり

ます。 

 

★「らくとう」の主な事業内容 

 障がいのある方や家族が、生活の中での困りごとや、福祉サー

ビスについて知りたいことを相談できる地域の総合窓口として

の機能を担っています。「自分はどのような制度が使えるのか」

「年金支給を受けるにはどうしたらいいのか」「一人暮らしがし

たい」「ヘルパーさんを使いたい」「仕事を探したい」「子育ての

仕方がわからない」等それぞれの相談内容に応じて情報を提供し

たり、具体的なサービス利用につながるよう手続き面のお手伝い

をしています。時には各種専門機関を紹介するなどして、必要に

応じて関係機関と連携して支援を行います。 

また計画相談事業では、福祉サービスの定着しにくい方や複数

の福祉サービスを利用されている方、高齢のご家族の介護保険サ

ービスとの兼ね合い等で包括的な支援が必要な方などのご利用

が中心になっています。 

 

★支援センターの役割 

相談以外に地域生活を支える身近な組織として、地域のネットワークにも積極的に参加をして

います。東部障害者自立支援協議会には事務局として関わり、地域の様々な課題を共有・解決す

る場となっています。また各相談員が同業種や異業種の方とのネットワーク会議に参加したり、

障がいを持つ子どもの保護者向けの集いを企画したりする中で、障がいを持つ人が住みやすい地

域にするためにはどうしたらよいか？という思いを共有できるようになってきたと最近実感して

いるところです。 

障がいのある方が、地域の中でいきいきと暮らしていけるように（中には静かに暮らしたいと

いう方もいらっしゃいますが）必要な支援につなげていくこと、資源がなければどうすれば作っ

ていけるか、地域の課題として協議していくというのが支援センターの役割だと思っています。 

最後に、「らくとう」の職員メンタルヘルスの取り組みとして、『ほめ合う』ということを上下

関係気にせず積極的に行っています。しんどいと思うことはどの事業所でもあると思いますが、

仲間に認めてもらえるというひと時を、あえて作るのも必要だと感じております。 

 

        （京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」：山下 笑子） 

 

 

 施設紹介コーナー⑳ 【支援センターらくとう】 
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障害者総合支援法、児童福祉法のパブリックコメントについて 
 

平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、関連省令の一部改正を行うこととなり、意

見募集（パブリックコメント）されます。期間は平成 29 年 12 月 12 日～平成 30 年 1 月 10

日までで、以下のＵＲＬに詳細が記されています。そこで今回は、報酬改定に伴う省令改正の概

要についてお伝えいたします。 

 

【障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（平成 30 年度報酬改定）厚労省ＨＰ】についてはこ

ちら 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=446935 

 

【児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令（案）の御意見の募集】についてはこちら 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49517

0261&Mode=0 

 

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（案）

の御意見の募集】についてはこちら 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49517

0260&Mode=0 

 

１．障害の重度化・高齢化を踏まえた、障害者の地域移行・地域生活の支援等 

（1）重度障害者や高齢の障害者等の地域移行・地域生活を支援するためのサービスの評価 

①重度訪問介護の入院中の支援内容、基本報酬の設定 

・区分６対象。コミュニケーション支援が基本。在宅時の報酬単価。 

②【新】ＧＨで重度障害者が利用できる支援類型の創設 

・利用者 20 人（10 人＋10 人）の類型創設。短期入所併設も可能。手厚い世話人・看護師配置

への加算あり。 

③生活介護の常勤看護職員配置加算の拡充 

・医療的ケアの必要な方の受入れに 2 名以上看護師配置で加算。 

④【新】福祉型強化短期入所サービス費 

・医療的ケアが必要な方の受入れ常勤 1 名以上の看護師配置）の創設。 

（２）【新】自立生活援助の創設 

①区分基準なし 

②サービス管理責任者の配置が必要（兼務可） 

③報酬は 1 か月毎の包括型（加算あり） 

（３）地域生活支援拠点等の整備促進、地域移行、地域生活を支援するための生活の場の確保等 

①地域生活拠点等の機能強化 

・相談、緊急受入れ・対応、体験、専門的人材確保・養成、地域の体制作り機能を加算等で評価 

②【新】共生型サービスの設定 

・介護保事業所が指定を受ける場合、現行サービスの基準と報酬をもとに設定。 

（4）その他の報酬改定 

①同行援護 

・基本報酬の 1 本化、盲ろう者等重度者支援への加算。 

②入所支援 

・夜勤職員配置体制加算の充実。 

③自立訓練(機能訓練・生活訓練) 

支援センターＮＥＷＳ 【支援センターらくなん】 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170261&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170261&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170260&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170260&Mode=0
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・障害種別の撤廃、視覚障害者の歩行訓練も生活訓練に含める 

 

２．障害児支援のサービス提供体制の確保と質の向上（医療的ケア児への対応等） 

（１）医療的ケア児への支援 

①通所・入所（福祉型）施設での看護職員配置加算の創設 

・看護職員加配への加算 

②通所支援の医療連携体制加算の拡充 

・外部の看護職員が訪問し長時間支援した場合 

③【新】短期入所での福祉型強化短期入所サービス費の創設【再掲】 

（２）障害児入所支援・障害児通所支援のサービスの質の向上 

①障害児福祉型入所支援における手厚い人員配置を評価する加算の創設 

・配置基準以上を加算。 

②障害児医療型入所施設における保育士等の手厚い人員配置を評価する加算の創設 

・人員配置基準以上の保育士を配置した場合に新たに加算で評価。 

③児童発達支援における各基準の適正化 

・放課後等デイサービス同様に人員配置基準と運営基準を見直す。 

④障害児通所支援における基本報酬の適正化・放課後等デイサービスの利用者状態に応じて基本

報酬を区分する 

⑤加算・減算の見直し 

・指導員加配加算の見直し、児童発達支援センター等加配加算の創設、重症心身障害者の欠席対

応加算の拡充、自己評価未公表減算の創設など。 

（３）保育所等訪問支援の適切な評価 

①保育所等訪問支援における訪問支援員特別加算の拡充 

②保育所等訪問支援における初回加算の創設 

・児童発達支援管理責任者が初回訪問前等に事前調整やアセスメントに同行した場合に加算。 

（４）【新】居宅訪問型児童発達支援の設定 

①対象者：重度障害や感染症への対応を理由に外出困難な障害児。 

②職員配置：訪問支援員は保育士かつ障害児への直接支援経験がある者。 

③基本報酬や基準は保育所等訪問支援と同様。通所施設への移行・引継ぎへの加算あり。 

 

３．精神障害者の地域移行の促進 

（１）地域生活支援拠点等の整備促進及び地域移行・地域生活を支援するための生活の場の確保

等【再掲】 

（２）自立生活援助の報酬・基準の設定【再掲】 

（３）グループホームにおける長期入院精神障害者の受け入れの促進 

・精神科病院等への 1 年以上の入院後にＧＨ入居に至った精神障害者への相談援助・個別支援に

ついて新たな加算を行う。 

（４）地域生活支援及び地域定着支援の利用促進 

①地域移行支援における機能強化型地域移行サービス費の創設 

・地域移行実績や専門職の配置、施設・病院等への日常的な連携に評価。 

②地域定着支援における緊急時支援費の算定対象の拡充 

・緊急時支援を利用者宅訪問や一時滞在に加え、深夜・早朝の電話対応の新たに評価。 

（５）就労系・訓練系サービスにおける医療観察法対象者の利用促進 

・ＰＳＷの配置もしくは医療機関や他事業所からＰＳＷが事業所を訪問して 1 日 2 時間以上医療

観察法対象者を支援した場合に新たな加算で評価。 

 

４．就労継続支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行・就労定着の促進に向けた報酬の見直し 

（１）就労移行支援及び就労継続支援のサービスの質の向上 

①就労移行支援における一般就労移行後の定着実績に応じた基本報酬の設定 

・就職後半年以上定着した者の割合に応じた基本報酬、一般就労への移行実績が過去 2 年内場合

の減算割合を上げる。 

②就労継続支援Ａ型における平均労働時間に応じた基本報酬の設定 

・平均労働時時間に応じた基本報酬とし短時間減算は廃止。ただし予見できない理由での短時間
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労働は除外。 

③就労継続支援Ｂ型における平均工賃に応じた基本報酬の設定 

・目標工賃加算の見直し（ただし重度の利用者等は対象外） 

④その他のサービスの向上に資する報酬の改定等 

・就労移行支援にて作業療法士を配置した場合に福祉専門職員配置加算とする。 

・就労継続支援Ａ型事業所にて「賃金工場計画（又は経営改善計画書」を作成し、計画達成に取

り組む指導員を常勤換算で 1 名以上配置した場合に新たな加算で評価。 

（２）【新】就労定着支援の報酬・基準の設定 

①対象者：生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援をを使い一般就労した者 

②職員配置：就労定着支援員は常勤換算での配置（資格要件は定めず） 

③基本報酬・加算：最大 3 年間の就労定着率に応じた 1 月あたりの包括報酬（就労定着支援体制

加算は廃止） 

④指定要件・支援内容：過去 3 年に 1 人以上一般就労させている指定事業所（生活介護、自立訓

練、就労移行支援、就労継続支援） 

 

５．障害福祉サービス等の持続可能性の確保と効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための

報酬等の見直し 

（１）効率的かつ効果的にサービスの提供を行うための報酬等の見直し 

①短期入所における長期利用の適正化 

・1 回の利用は 30 日を限度、年間 180 日を目安とする（利用中の方は 1 年間の猶予）。同一法

人の複数施設利用は減算措置。 

②生活介護における開所時間減算の見直し 

・4 時間未満は 50％、④～6 時間は 75％の算定。送迎時間を除く 5 時間未満の利用者が一定数

以上の場合は 70％算定。 

③就労移行支援における一般就労定着実績に応じた基本報酬の設定【再掲】 

④就労継続Ａ型における平均労働時間に応じた基本報酬の設定【再掲】 

⑤就労継続Ｂ型における平均工賃に応じた基本報酬の設定【再掲】 

（２）計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の適切な評価 

①モニタリング実績標準機間の見直し 

・モニタリング頻度を高めるため、「○ヶ月 1 回以上」と明記。 

・モニタリング時以外にも、サービス提供事業者から指定特定相談支援事業所宛に利用状況を毎

月報告する。 

②相談支援専門員 1 人あたりの担当件数の設定 

・1 カ月に標準件数を超えてモニタリングを行った場合に減算。 

③計画相談支援の基本報酬の見直し 

・計画作成は初回加算を前提に、モニタリングは頻度増回に伴う負担軽減を考慮し基本報酬を見

直す 

④特定事業所加算の拡充 

・新たに「主任相談支援専門員（仮称）」の類型と、当面は現行要件を緩和した類型を設ける。 

⑤入退院時の連携やモニタリング時のサービス提供場面の確認について新たな加算で評価。 

（３）横断的事項 

①収支差率が低いサービスにおける基本報酬の見直し等 

・サービスの質等を評価した基本報酬に見直す。 

②食事提供体制加算の経過措置の在り方の検討 

・次期報酬改定に向けてあり方を検討。 

③サービス提供職員欠如減算等の見直し 

・減算が適用された一定期間後に 5 割減産を適用する。 

・個別支援計画未作成減算について、減算適用月から 2 月目まで 3 割減算、3 月目から 5 割減算

とする 

④送迎加算の見直し 

・現行の通所系送迎加算（Ⅰ）（Ⅱ）は一定の適正化を図る。生活介護の一定条件を満たす＋14

単位/回はさらに評価。 

・就労継続支援Ａ型及び放課後等デイサービスにて自主通所が可能な方は加算対象外。 
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・同一敷地内の送迎は一定の適正化をはかる。 

 

６．その他 

①福祉専門職員等配置加算の対象資格の拡大 

・公認心理師の配置について新たに評価。 

②地域区分の見直し 

・7 区分から 8 区分に見直し、介護報酬の地域区分に会わせる。一定の経過措置を設ける（障害

児サービスも同様）。 

③公立減算の存続 

④国庫負担金基準の見直し 

・自治体間不均衡を踏まえた基準とする。介護保険対象者の基準を創設時の基準に改める。従前

額保証の対象市町村は別の仕組みで配慮を検討し現行の算定方法は廃止。 

 

（京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」：谷本 豪） 

 

 


