
ベルテール八王子 4園合同保護者会
平成30年6月22日（金）

1. 法人について １０：００～１０：１０

2. 報酬改定について １０：１０～１０：３０

3. 「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」 １０：３０～１０：４５

「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」について

3. 各園の職員紹介 １０：４５～１１：００

4. 今後の展開 １１：００～１１：１０

5. 質疑応答 １１：１０～１１：３０
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東京都八王子市みなみ野１－７－１ 第三学生会館２階

設立年月日 ２０１１年 ９月 １日

代 表 者 代表理事 庄司 孝

職 員 数 94名 平成30年4月1日 現在

(正職員４３名・嘱託１名・契約２名・パート４０名・アルバイト８名）

グループ会社 一般社団法人国際教育

株式会社リバティ・インターナショナル

株式会社ココ・ネス（北杜市）

農業生産法人ひだまりの里（甲府市）

一般社団法人チャイルドライフ

「ソーシャル・ビジネスとして、八王子みなみ野から
子育ての課題やニーズを解決」



マネージメント

名前

庄司 孝

住まい

東京都八王子市七国

みなみ野開発直後より20年ほど暮らしています。

家族

子ども4人（妻・長男・長女・次男・三男）の6人家族＋猫2匹

長男と三男がチャイルドライフで指導員として働いています。

経歴

医療系の会社を八王子で創業しました。（医療関係で38年）

子どもの子育ての支援を目的にチャイルドライフを八王子で創業しました。

趣味

土いじりから農業生産法人（甲府市）を設立して、ぶどう・米・トウモロコシを生産しています。
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4

小学生のサッカーと中学生のサッカー
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一般社団法人国際教育 /㈱リバティ・インターナショナル（東京都千代田区）
https://iiet.co.jp/

・教育・福祉に特化した海外/国内セミナー企画、開催
特別支援教育・自閉症TEACCHプログラム、音楽療法、家族療法、スクールカウンセリング、広汎性発達障害：LD、

ADHD、高機能自閉症、アスペルガー症候群、知的障害を伴う自閉症など。 高齢者ケア、精神障害者のコミュニティ
ケア、ケア・マネージメント

・アクセシブル・ツーリズム：障害者のための旅行企画運営

株式会社ココ・ネス（山梨県北杜市）
http://www.cocones.co.jp/company/

山梨北杜市から新しい障害福祉を発信していきます。
２０１８年４月より 「アグリーブルむかわ」指定管理業者として運営
農・福連携事業、就労移行、就労継続

グループ会社

農業生産法人ひだまりの里（山梨県甲府市）

デラウエアー・巨砲・ピオネー、トウモロコシ、米
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一般社団法人
チャイルドライフ

学童保育
（児童福祉法）

障害児通所支援
（児童福祉法）

民間
学童

公的
学童

放課
後等
デイ

就労
移行
支援

スポーツ
アカデミー

サッカー

株式会社ココ・ネス
（山梨県北杜市）

農業生産法人ひだまりの里
（甲府市）

一般社団法人国際教育研究所

農業指導・販売

障害福祉サービス
（障害者総合支援法）

放課後
生活

就労
継続
支援

企業
保育園

多機能型障害福祉通所支援の展開/農・福連携/アクセシブル・ツーリズム

障害者スポーツ

信頼性保証室

宿泊
施設

指定管理
北杜市

㈱リバティ・インターナショナル

アクセシブル・ツーリズム

アグリーブルむかわ

児童
発達
支援

多機
能型

生活
就労
移行

教育



平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な考え方とその対応

障害児支援の適切な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）

・人工呼吸器等の使用や、たんの吸引な どの医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）

・障害特性に応じた適切な支援を受けることが出来る。

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

事業所数が大幅に増加している。

サービスの質の低下が課題となっていることや、制度の持続可能性を確保するため、サービスの質を
評価した報酬体系とする。
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放課後等デイサービスの適切な評価

前年度まで一律の単価設定（678単位）となっている
基本報酬について、利用者の状態像を勘定した指標を設
定し、報酬区分を設定する。
→指標該当（区分１）６５６単位
非該当（区分２）６０９単位

また、授業終了後に提供する場合に、１日に行われる
サービス提供の時間が短い事業所については、人件費等
のコストを踏まえた基本報酬を設定する。
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指導員加配加算の見直し (区分１）

 障害児へのきめ細やかな支援や保護者等に対する支援方法

の指導を行う等の支援の強化を図るため、人員配置基準以
上に手厚い配置をしている場合に評価する。

基本人員１０：２（児童10人に対して児童指導員など2名）

みなみ野園 南大沢園 大塚園 第二南大沢園

専門職員（理学療法士等）を配置
※保育士含む

○ ○ ○

児童指導員等を配置
○

その他の従業者（指導員）を配置
○ ○ ○

○

■各事業所の加算状況（基本人員に加えて、1人以上を配置しています。）
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以下の要件を満たしている事業所は区分１に、それ以外は

区分２になります。（１５％程の収入減）

食事、排せつ、入浴及び移動のうち３以上の日常生活動作に

ついて全介助を必要とする障害児、又は別表に掲げる項目の

欄の区分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表

の０点の欄から２点の欄までに当てはめて算出した点数の合

計が、13点以上である障害児の数が障害児全体の数の50％

以上であること。

事業所の「区分１」と「区分２」について
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放課後連のアンケート調査

８０％の事業所が区分 2になっており、区分 1 はわずか ２０％に過ぎないこ
と がわかった。 区分 2 では、大半の事業所が減収になる ことがわかっているの
で、全国の多くの事業所で、2017 年度より減収になることが明 らかとなった。

市町村の判定と、事業所が考える子どもの状態像には、かなりの開きがある。
子どもたちと日々接している人たちの認識とは異なるところで判定がされている。

2018 年 2 月 13 日付けの厚労省事務連絡には、「障害児の状態を判断す
るにあたり、利用中の放課 後等デイサービス事業所に対してヒアリング等を行うこ
とは差し支えない」との文言があるが、 市町村の多くは、ヒアリングを行っていない。
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障害児預かる「放課後等デイサービス」２割、廃止危機…報酬改定で減収に障害児
通所施設が経営悪化

全国で約１７万人の障害児が放課後や休日に通う「放課後等デイサービス」を巡り、多くの施設
で事業者の経営が悪化する見通しであることが９日、分かった。

施設に支払われる報酬が４月に改定された影響で減収が予想され、事業者団体の調査では２
割が「廃止の危機にある」と回答。

実際に閉鎖する動きも出ており、利用する子どもが影響を受ける恐れがある。

厚生労働省は指摘を受け、制度の運用に一部問題があったことが原因とみて実態調査を開始。
今月中にも結果をまとめ、自治体に適切な対応を求める考えだ。

【共同通信】
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障害児預かる「放課後等デイサービス」２割、廃止危機…報酬改定で減収に

障害児を放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」の事業者団体「障害のある子どもの
放課後保障全国連絡会」（東京）は１２日、今年度の報酬改定による影響について２１０事業
所を調査した結果、約２割が減収によって廃止の危機にあると発表した。

放課後等デイサービスは今年１月現在、約１万１６００事業所ある。営利目的の事業者が乱立
し、サービスの質が低下したことを受け、４月の報酬改定で、市町村が重い障害があると判定
した子供を受け入れている割合に応じ、報酬額を二つに区分した。

同団体が４～５月に２１０事業所を対象に実施した調査では、約８割の１５８事業所が低い報
酬区分となっていた。また、約２割の４１事業所が減収で「事業所廃止の危機」と回答した。

同団体は、「営利のみを追求せず質の高いサービスを提供している事業所までが減収になって
いる」と指摘。市町村が実際より子供の障害を軽く判定したことで低い報酬区分となった事業
者が多い、としている。

厚生労働省は今月中にも、全国の自治体を対象にした報酬改定の影響についての調査結果を取
りまとめ、必要に応じて、自治体に障害の再判定を促す方針。

【読売新聞】
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～横浜市民の方へ～

平成30 年度放課後等デイサービスをご利用の方へ（ご案内）
１改正の主な内容について
（1）指標該当もしくは指標非該当の報酬区分を設定
各事業所の基本報酬が、在籍しているお子様の状態像によって区分されます。
指標に該当する事業所かどうかは、以下のように判断されます。
指標該当事業所
別紙の状態像に該当するお子様（指標該当有）が利用児童全体の50％以上
指標非該当事業所
別紙の状態像に該当するお子様（指標該当有）が利用児童全体の50％未満
※事業所の報酬区分は、前年度（4 月から3 月）の利用児童の実績を集計した結果に基づき、翌年度の事業所の
区分を決定しますので、その年により変更されることがあります。
※事業所の区分については、以下のような場合もありますことをご承知おきください。
（例１）お子様が指標該当有だが、事業所が指標非該当事業所
（例２）お子様が指標該当無だが、事業所が指標該当事業所
（2）通常時間もしくは短時間の報酬区分を設定
事業所が運営規程に定めるサービス提供時間が３時間以上（通常時間）か３時間未満（短時間）かで報酬が変
わります。
※個人個人に実施しているサービス提供の時間ではありません。
※サービス提供時間については、契約時に受け取った書類などをご確認ください。
上記（1）及び（2）を踏まえ、以下の4 種類の基本報酬に分かれます。
【現行】
一律473単位（児童発達支援管理責任者専任加算計上後678 単位）
※いずれの区分であっても、平成29 年度までの基本報酬よりも低い金額となります。
（加算取得の状況によっては、全体の請求額は上回る場合もあります。）

横浜市報酬改定（参考資料）
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平成30 年４月から、放課後等デイサービスの適切な評価を行うため、国の制度が改正されます。
利用者の皆様にお手続きが必要になりますが、お手続きの時期や方法については、後日、お住いの区役所から連
絡いたします。改正の内容は以下のとおりです。

【改正後】
指標該当事業所指標/非該当事業所
通常時間656 単位/609 単位
短時間645 単位/596 単位
（児童発達支援管理責任者専任加算は廃止）

２横浜市の運用について
（１）必要な手続き
放課後等デイサービスをご利用されているすべての方（重心区分の受給者証をお持ちの方を除く）を対象に、別
紙に基づき指標該当有もしくは指標該当無の判定を行い、受給者証に指標該当有か指標該当無かを記載します。
今後ご利用を継続される場合は、受給者証の更新ごとに、お子様の状況を同様に確認させていただくことになり
ますので、ご協力をお願いいたします。
①受給者証の再発行時期について
手続きの時期については、お住まいの区役所からお手紙等により連絡いたします。
②判定方法について
別表を用いて、お子様の様子を確認させていただきます。
（注意！）
このお知らせの内容は、横浜市民のご利用者様が横浜市内の事業所をご利用の方が該当となります。市外の事業
所を利用されている場合は、事業所が所在している自治体により利用手順等が異なる場合がありますので、必ず
ご利用中の事業所にご確認いただくようお願いいたします。
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（２）平成30 年度の運用について
平成30 年度は改正初年度のため、手帳の等級を用いて指標該当児とみなします。
①お子様の指標該当有・無の決定について
②各事業所の報酬区分について
ア平成30 年４月～６月まで
事業所の全利用者数の中で、指標該当有のお子様の契約人数の割合が50％以上か
未満かで、指標該当事業所か非該当事業所かが決定されます。
イ平成30 年７月～平成31 年３月まで
平成30年４月から６月までの事業所の全利用者の利用実績を算定し、指標該当有
のお子様の利用実績の割合が50％以上か未満かで指標該当事業所か非該当事業所かが決定されます。
次の①～④に該当する方を指標該当有とします。（平成31 年３月31 日まで）
①愛の手帳Ａ１かＡ２所持者
②身体障害者手帳１級か２級所持者
③精神障害者保健福祉手帳１級所持者
④愛の手帳Ｂ１かつ身体障害者手帳３級所持者
※この判定は、事業所の報酬区分を決めるためのものです。指標該当無でも、制度利用は継続でき
ます。



アンケートと評価表について

～保護者向け評価表のお願いと事業者向け自己評価表について～



保護者向け評価表と事業者向け自己評価表

○保護者等向け放課後等デイサービス評価表

（年に一度）

・事業所に対して保護者の皆様が行う

アンケート。

・結果はHP上で公開をしています。

○事業者向け放課後等デイサービス自己評価表
（年に一度）

・事業所の職員に対して行うアンケート。

・内容の集計、確認を行い今後の改善策を記載

します。

・結果、改善策はHP上で公開をしています。

＊これらのアンケートは東京都福祉保健局のア
ンケートです。

集計結果は各
園の職員・運
営法人で共有
しています。
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保護者等向け評価表について

通所支援ベルテールでは、前年度保護者等向け評価表を
実施しました。

調査にご協力して頂いた保護者の皆様には、厚くお礼申
し上げます。

結果はHP上でご確認いただけます。保護者の皆様から

頂いた貴重なご意見をもとに、業務改善とサービス向上
への取り組みを進めてまいります。

今後も提出の御協力をお願いします。
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保護者等向け評価表記載のお願い

○今年度も保護者等向け評価表の提出をお願いします。

○こちらの評価表は取りまとめを行いHP上に結果をアップ
します。

○昨年度の提出状況（八王子4園）

みなみ野園 配布数34部 回収数22部 回収率65％

南大沢園 配布数40部 回収数32部 回収率80％

大塚園 配布数30部 回収数21部 回収率70％

第二南大沢園 配布数33部 回収数27部 回収率82％

平均回収率74％
＊八王子以外の5施設
85％
（千葉県3施設、高知県
1施設、山梨県1施設）

回収率100％を目指していきたいと考えて
おります！！

皆様の提出への御協力お願いします！！
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改善案の目標設定

職員対象にアンケートを行い
各施設での課題を把握し、改
善することを目的としていま
す。

保護者の評価と事業所の評価
のずれと共通点を分析し改善
案の目標を設定します。

こちらもHP上で公開をしてい
ます。

職員間でアンケート結
果、課題、改善案を共
有し、療育の質の向上
に努めます。
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環境・体制整備と適切な支援の提供の項目について

環境・体制整備

主に療育スペースの広さ、職員配置数、バリアフリーの項目になります。療
育スペースの広さ、職員配置数に関しては基準を十分に満たしております。
ただ、職員（主に非常勤）に制度の説明が不十分であったため「どちらとも
いえない」と答えた職員が散見されました。そのためミーティングで制度の
説明を行いました。

また、バリアフリーに関しては施設の階段等による意見が散見されました。

千葉県の施設において出入口の急な階段をゆるやかな階段とスロープにする
工事を行いました。

他の施設に関しては、賃貸等の理由により工事が出来ない為、職員が必ず付
き添い安全に昇り降りする対応をとっています。
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環境・体制整備と適切な支援の提供の項目について

適切な支援の提供について

常勤職員だけでなく非常勤職員含め、全職員が情報を共有できるように努め
ていきます。主な内容は以下の通りです。

○午前中：その日の予定の確認（送迎表、おやつ、児童への対応方法など）

○療育後： 振り返りミーティング（送迎時の保護者の皆様からの言葉、児
童の気になる行動等を共有しミーティングノートに記載）

＊非常勤職員はミーティングノートを確認後に療育をおこないます。

○週に一度全職員で1時間程度全体ミーティングを行います。

（施設の状況、児童の気になる行動や対応方法等を確認する。）

○個別支援計画/モニタリング作成時 支援会議を行い作成します。
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おわりに

当法人では、保護者等向け評価表と事業者向け自己評価表の
結果を大変重要視しています。

評価が悪い場合や評価にずれがある場合に関しては、原因の分析と改善
策の策定を行い全職員で共有できるようにしています。

今後もアンケート結果をHP上でアップしていきます。

八王子以外にも5施設あります。（千葉県3施設、高知県1施設、山梨県
1施設）

アンケートだけに限らずブログ等もご覧ください。
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各園の職員紹介

～みなみ野園、南大沢園、大塚園、第二南大沢園～



◎職員（常勤）

施設管理者 庄司 康太郎

児童発達支援管理責任者 角田 美恵子
（保育士）

児童指導員 伊藤 弘貴
（教諭免許）

児童指導員 北原 愛
（心理学部大卒、認定心理士）

◎職員（非常勤）

保育士 小林 弥生子

指導員 須加尾 カツミ

指導員 矢野 友里恵

指導員 大野 喜宏

職員紹介（みなみ野園）
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指導員 清本 大輔

児童指導員 キャンターアラン省吾
（心理学部大学院卒）

指導員 庄司 恭平



職員紹介（南大沢園）
◎職員（常勤）

◎職員（非常勤）

管理者兼児童発達支援管理責任者 原田 祐子
（介護福祉士、社会福祉主事、保育士、ヘルパー2級）

保育士 山田 涼子
（社会福祉士、精神保健福祉士）

児童指導員 宮澤 崇
（放課後児童指導員）

指導員 山﨑 明子
（社会福祉主事）

指導員 中川 亜紀子

指導員 大園 満

指導員 住吉 恵理子
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職員紹介（大塚園）

管理者 佐藤 隼介
（臨床心理士）

児童発達支援管理責任者 高橋 直美
（ヘルパー２級）

指導員 小林 陽子

児童指導員 布施 彰子

保育士 清澤 由美子

指導員 高橋 隆雄

指導員 リリアン ヒメネス

◎職員（常勤）

◎職員（非常勤）
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職員紹介（第二南大沢園）

管理者 児童発達支援管理責任者 松岡 弘美
（介護福祉士・ヘルパー２級）

児童指導員 石村 明穂
（心理学部大学卒）

児童指導員 長野 将樹
（教諭免許）

指導員 稲垣 彩

指導員 菊地 信二

指導員 池渕 めぐみ

保育士 松永 知代子

保育士 鈴木 美恵子

児童指導員 田中 満里子

◎職員（常勤）

◎職員（非常勤）
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今後のベルテールについて



継続性 ～今後の事業展開

【今後の事業展開】

・障害を持つ中学生や高校生が将来自信を持って社会へ出るための通所支援施設と生活訓練の多機能型開設

・就労に繋げる生活訓練と就労に必要な知識および能力向上のための障害者就労移行支援施設の多機能型開設

・通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の場を与える就労継続支援B施設の開設

・障害者が集団で暮らし、社会性を養うためのグループホームの開設
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・認定講座・継続研修の企画・運営
・宣伝活動・生徒募集
・受講場所の確保
・OJT

・委託清掃
・野菜作り・米・みそ
・データ入力
・レストランでの仕事

・

中学生以上の放課後等デイサービスと
自立訓練/就労継続B型多機能施設

自立訓練・就労移行
多機能型施設

生活介護（通所）
（20人）

障害福祉事業の展開

2019年４月
2021年４月

2021年4月

グループホーム
（10人）

2022年4月

ベルテール学び舎
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（仮称）ベルテール学び舎

～総合的支援施設のご案内～



１．現状の就労支援施設について

自立訓練や、就労移行支援等の体制が各事業所によって
独立しており、連携がとれていない。

系統的な支援が難しい

長期的な支援が可能な、連携の
とれた多機能型施設の設立
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・就職サポート（面接練習、履歴書の書き方講座）
・就職後の継続支援（電話相談、定期的な面談（希望
者））

・個人の適性に合った、就職におけるスキルの習得
・職業体験、適性職業診断
・作業訓練を通じた、働くことへの意識の醸成

・自立した生活が行えるような支援の実施
・社会性の育成（集団の中での行動、生活様式の習得）

２．ベルテール学び舎とは

②スキル習得

①自立に向けた訓練

③就職
支援

•①から③まで順を追って、生活訓練から就職までを支援していくコースです。

•①が２年間、②と③あわせて２年間のトータル４年間です。
サポートコース

•生活訓練が終了している方に向けた、就職に関する内容を重点的に学ぶコースで

す。

•②と③あわせてトータル2年間です。

就職専門コース

コースは
選択制で

す

【支援内
容】

自立訓練

就労移行
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３．授業内容

＜（仮称）サポートコース＞

 １年次（生活訓練）週○日通園

・基本的な生活支援を行い、社会で生活するため

の知識を学びます。

・課外活動等を行い、集団の中で生活する意識の

醸成を目指します。

 ２年次（生活訓練）週○日通園

・自分と他者との関わりについて学びます。

・課外活動を行い、社会体験を多く実施します。

 ３年次（就労移行支援）週○日通園

・コミュニケーションスキルを身に着けます。

・プログラミングや一般事務等、身に着けたスキ

ルを活かした業務内容で、実際に企業に赴き職

業体験を実施します。（○日間）

 ４年次（就労移行支援）週○日通園（就職活動に
合わせた通園）

・適正検査、希望就職先等の面談を行います。

・就職における心構えの講習、就職面接練習を行

います。

＜（仮称）就職専門コース＞

 １年次（就労移行支援）週○日通園

・１人１人の特性に合った就職支援カリキュラム

を編成します。

・コミュニケーションスキル講座を実施します。

・自分と他者との関わりについて学びます。

 ２年次（就労移行支援）週○日通園

・基本から応用まで、パソコンスキル等を学びま

す。

・情報処理関係や、服飾等専門的な知識が必要な

職種について学び

自らの特性と照らし合わせて得意なことを伸ば

します。

・作業訓練を実施します。（工賃が支払われます。）

・プログラミングや一般事務等、身に着けたスキルを

活かした業務内容で、実際に企業に赴き職業体験を

実施します。

・適正検査、希望就職先等の面談を行います。

・就職における心構えの講習、面接練習を行います。

⇒上記以外にも、各利用者のみなさまに沿った支援活動を提供していきます。
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