
多機能型児童ディサービス事業所

こぐまの森 西尻池 運営規程

(事業の目的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人KOGUMが 開設するこぐまの森 西尻池 (以下、「事業所」

とい う。)が行 う指定障害児通所支援事業の多機能型児童ディサービス (以下、「デイサービス」

とい う。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、デイサービ

スの円滑な運営管理を図るとともに、障害児の意思及び人格を尊重 し、適切なデイサービスを提

供することを目的とする。

(運営の方針 )

第 2条 事業所は、障害児が日常生活における基本動作を習得し、並びに集団生活に適応すること

ができるよう、当該障害児の心身の状況並びにその置かれている環境に応 じて適切かつ効果的な

指導及び訓練を行 うものとする。

2 学童においては、学校教育法に規定する学校 (幼稚園、大学を除く)に通学する障害児が生活能

力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状

況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

3 実施に当たつては、障害児又は障害児の保護者の必要なときに必要なディサービスの提供がで

きるよう努めるものとする。

4 また関係市町村及び地域の保健 。医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービス

の提供に努めるものとする。

5 前 4項のほか、児童福祉法及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業等の人員、設備

及び運営に関する基準」 (平成24年厚生労働省令第15号)に定める内容のほか関係法令等を遵守

し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第 3条 事業所の名称及び所在地は、次のとお りとする。

(1)こ ぐまの森 西尻池

所在地 兵庫県神戸市長田区西尻池町2}6フ ォレス ト1102号室

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第 4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとお りとする。

詳細は別紙 1 『 こぐまの森 西尻池 職員配置状況』を参照のこと。

(1)管理者  1名 (児童発達支援管理責任者兼務、常勤職員 1名 )

管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行 う。また、従業者に、児

童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を遵守

させるために必要な指揮命令を行 う。

(2)児童発達支援管理責任者  1名 (管理者兼務、常勤職員 1名 )

児童発達支援管理責任者は、アセスメン ト及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決

定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援 目標及びその達成時

期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、サービスを提供する上での

留意事項等を記載 した多機能型児童ディサービス計画を作成 し、通所給付決定保護者に交付



の上、同意を求める。多機能型児童ディサービス計画の作成後は、計画の実施状況の把握を

行 うとともに、障害児について解決すべき課題を把握 し、少なくとも6か月に 1回以上、計

画の見直し及び必要に応 じた変更を行 う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行

う。

(3)教諭  1名以上 (常勤職員 1名 以上 )

多機能型児童ディサービス計画に基づき、障害児及び障害児の保護者に対 し適切な指導

等を行 う。

(4)児童指導員 2名以上 (常勤・非常勤)

(5)運転手  1名以上 (非常勤職員 1名 以上)

 ヽ 運転手は、通所のための送迎等運転業務を行 う。

(営業 日及び営業時間)

第 5条 事業所の営業 日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業 日 月曜 日から土曜 日までとする。

ただし、国民の祝 日、8月 13日 から8月 15日 及び12月 27日 から翌 1月 5日 を除く。

(2)営業時間 午前 9時から午後 6時までとする。

(3)サービス提供時間

月～金曜日 午前 9時 00分から午後 6時 00分まで

土曜 日   午前 9時 00分から午後 2時 00分まで

(利用定員)

第 6条 デイサービスの 1営業 日当たりの利用定員は、 10名 とする。

(支援の内容 )

第 7条 事業所で行 う支援の内容は、次のとお りとする。

(1)通所支援計画の作成

(2)基本事業

ア)日 常生活訓練

基本的生活訓練等 (更衣、排便、食事等)

イ)集団生活適応訓練

レクリエーション、遠足、戸外での活動、各種ゲーム (か るた等)等
ウ)手技活動、表現活動、運動

絵画、工作、音楽療法、英会話、言語指導、スイミング等

工)相談業務

医療、福祉、生活の相談等

(3)送迎サービス

居宅または学校 と事業所 との間の送迎

(利用者から受領する費用の額等)

第 8条 デイサービスを提供 した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そ

のうち、各市町村が定めた利用者負担額として障害児の保護者等から受領 した額以外について

は、各市町村から代理受領するものとする。



2 事業所は、前項の支払を受けるほか、デイサービスにおいて提供する便宜に要する費用として、

次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。

(1)創作活動 。学習に係る材料費 実費

(2)行事、外出時の交通費 実費

3 前項の費用の支払を受ける場合には、障害児の保護者等に対 して事前に文書で説明したうえで、

支払に同意する旨の文書に署名 (記名押印)を受けることとする。

4 第 1項及び第 2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収証 (第 1項について

は受領証)を、当該費用を支払つた障害児の保護者等に交付するものとする。

(通 常の事業の実施地域 )

第 9条 通常の事業の実施地域は、神戸市長田区、兵庫区、須磨区とする。

(サービス利用に当たつての留意事項)

第 10条 利用者はサービス利用に当たり、次のことに留意すること。

(1) 障害児の健康状態に異常があるとき又は体調不良のときは、その旨申し出ること。

(2)事 業所内の器具等の使用に当たつては、職員の指示に従 うこと。

(緊急時等の対応 )

第 11条 現にサービスの提供を行つているときに、障害児の病状に急変その他の緊急事態が生じ

たときは、速やかに協力医療機関又は障害児の主治医へ連絡する等の措置を講 じるとともに、管

理者に報告するものとする。

(苦情解決 )

第 12条 事業所は、その提供 したデイサービスに関する障害児の保護者等からの苦情を解決する

ために 「苦情対応マニュアル」に沿つて必要な措置を講 じるものとする。

(非常災害対策 )

第 13条 事業所は、非常災害等に関する「防災マニュアル」を策定しておくとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行 うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項 )

第 14条 事業所は、「虐待防止マニュアル」に沿つて障害児に対する虐待を早期に発見して迅速

かつ適切な対応を図るために、次の措置を講 じるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者の選定

(2)苦情解決体制の整備

(3)すべての従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 (年 1回以上)

(そ の他運営についての留意点)

第 15条 事業所は、適切な児童発達支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、

従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修  採用後 3か月以内

(2)継続研修   年 1回以上

2 従業者は業務上知 り得た障害児又はその家族の秘密を保持するものとする。

3 雇用契約においては、従業者であつた者が従業者でなくなった後においても、業務上知 り得た



障害児、又はその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。

4 前項 2、 3に関して従業員は「個人情報守秘義務誓約書」を法人へ提出しなければならない。

5 事業所は、従1業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

6 事業所は、障害児に対するデイサービスの提供に関する諸記録を整備 し、デイサービスを提供

した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第 16条. この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人KOGllllAと 管理者

との協議に基づいて定めるものとする。

・ 附 則

この規程は、平成27年4月 1日 から施行する。



別紙1『こぐまの森 西尻池 職員配置状況』  平成30年9月 1日 現在

役  職 保有資格 経験年数 雇用形態

管理者 (兼)児童発達支援管理責任者 ヘルパー 2級 10年 常勤

児童指導員 社会福祉主事 4年 常勤

児童指導員 教諭免許 1年 常勤

児童指導員 児童指導員 2年 常勤

児童指導補助員 2年 非常勤

児童指導補助員 1年 非常勤

送迎 ドライバー 普通自動車免許 2年 非常勤


