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こんにちは！療育通信編集担当です。 7 月、 もうすぐ夏がやって来ますね！野菜を育て

ている事業所様は、 そろそろキュウリやトマトの実物の収穫が始まるころでしょうか。 編

集担当も今年はアイコトマトに挑戦中です。 ６月中に家族が脇芽かきを手伝ってくれたの

ですが、 間違えて成長点をちぎってしまったようで… （笑） しかし心配ご無用！というほ

ど横に大きくなり、 たくさんお花をつけてくれました。心配事があっても時間とともに
何とかなるものですね！今月もよろしくお願い致します♪

６月度

サポート編

今回は５～６月度に弊社サポートへ寄せられたご質問と、 弊社サポート窓口からの回答を共有させて頂きます。 今回は、 特にお

問合せが多かった 「新設加算の算定方法と算定時の注意点」 について解説します！！新しい加算について、 算定してみたいけど

算定可能なのか分からない…というお悩みの皆様、 是非ご参考にされてみて下さい♪

●算定方法

専門職 ( 理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士 ・ 心理指

導担当職員 ・ 国リハ視覚障害学科履修者 ) を常勤換算で１

名以上配置することで 187 単位 / 日を算定することが可

能となります。※児童発達支援事業所に限り、 5 年以上児

童福祉事業の実務経験を持つ保育士 (187 単位 / 日 )、

児童指導員 (123 単位 / 日 ) を配置する事でも算定可能

となります。

●注意点

児童指導員等加配加算を算定していない場合は専門的支援

加算を算定することは出来ません。 また、 県や自治体によ

り心理指導担当職員 ( 大学等で心理学科を卒業した方 ) で

は算定できない等の一部独自ルールが発生している自治体

がございます。

※臨床心理士、 学校心理士、 臨床発達心理士、 公認心理

士の資格を有する方又は同等以上の能力を有する方でない

と認められない。

●算定方法

児童発達支援は乳幼児等サポート調査、 放課後等デイサー

ビスは就学児サポート調査により、 食事 ・ 排せつ ・ 入浴お

よび移動の項目で全介助または一部介助である項目が規定

の数以上あるなど、 一定の要件に該当する障害児に対して

個別サポート加算 (Ⅰ) の支給決定がなされ、 受給者証へ

の表記が行われます。 対象児童をお預かりし、 支援を提供

した場合に 100 単位 / 日の算定が可能となります。 受給

者証へ表記がない場合でも、 現状の児童の状況をお伝えし

た際、 対象となった事例もあります。

●注意点

県や自治体によっては、 受給者証更新までの経過的措置と

して、 以下の対応を行っている場合もあります。

・ 児童発達支援のお子様は受給者証の表記が無くても一律

加算の対象となる。

・ 指標該当児のお子様は受給者証の表記が無くても一律加

算の対象となる。

●算定方法

要保護児童または要支援児童の受入を行い、 児童相談所

等の公的機関、 関係機関との連携や会議等による情報の

共有等 ( 年に 1 回以上 ) を行い、 要支援児童等であると

の認識した上で支援を提供する事を要件とし、 125 単位 /

日を算定することが可能となります。 「無償対応への手当」

としての側面が強い加算です。 「連携先機関との情報の共

有に関しては文書で保管する事」 としており、 事業所 ・ 連

携先機関どちらが作成した文書も双方で保管 ・ 共有する必

要があります。 在籍児童の支給決定を行っている市区町村

から、 当該児童が個別サポート加算 （Ⅱ） の対象児である

と連絡があった事業所様もございます。

個別サポート加算 （Ⅰ） 専門的支援加算

個別サポート加算 （Ⅱ） 総評として、 特に 「専門的支援加算」 は取得を目指し
たいところです。 専門的な支援は事業所としてのブラ
ンディングや、 職員さんのキャリアアップにも繋がりま
す。 今後の人員配置や職員さんへの資格取得支援な
ど、 事業所としてバックアップできる部分を今一度ご
確認されてみてはいかがでしょうか。 自治体独自の
ルールがある場合がございますので、 詳細は各行政担
当者へご相談いただくことをオススメします。



今回は BRUSH とは？どんな方が利用できるの？
という事について、 ちょっと深堀してお話させて頂
きます。

●BRUSH とは ・ ・ ・

　子ども達と心の豊かな大人や多様な価値観との出会いの場を作るオンラ

イン教育のコミュニティです。 地域共生、 就労準備、 自立支援を軸に発達

障害や特性がある子ども達の成人後の未来が豊かなものになるよう、 学校

や塾での学びとは異なる授業をオンラインで提供します。

●BRUSH はこんな方にご利用いただけます

　進級 ・進学、 環境の変化とともに対人関係の難しさにぶつかった子ど

も達。 勉強は塾や個別支指導で学ぶことができても、 対人関係構築に

特化したコミュニティがなく、 お友達との関係が希薄になり社会から孤

立する子どもも少なくありません。 進学先で対人関係が上手くいかない

ために退学したり、 就職先で馴染めず

早期退職など、 できなかった経験が増

えて否定的な思考が定着すると、 その

後の人生の選択肢が狭くなる事にもな

り兼ねません。

　BRUSH は自分が持っている得意を

最大化し環境を変えて生きていく事が

できるということを一貫してお伝えして

います。

７月担当

浦　竜太
うら　　　りゅうた

いつも大変お世話になっております。 大阪支店の

浦　竜太と申します。 業務内容は主に西日本で開業

コンサルタントとして、 皆様の事業所立ち上げのお手

伝いをさせて頂いております。

今年 30 歳になる節目の年ですが、 最近駅の階段を

のぼっているととても疲れます。 これが運動不足の

せいか、 年齢のせいか ・ ・ ・ 運動不足のせいだろう

と思い込み、 今年はランニングを始めて体力をつけ

たいと思っています！

最後に真面目なお話を。 私自身まだまだ未熟な部分

が多いですが、 開業のお手伝いをさせて頂いたお客

様から 「ありがとう」 と感謝の気持ちを頂けること

にとてもやりがいを感じております。 これからも多く

の 「ありがとう」 を頂けるよう日々努力していきた

いと思います。 今後とも宜しくお願い致します。

●出身　兵庫県三田市

●趣味　フットサル

●今年の目標　ランニングを始めること

今月のコラム
みんな大好き‼

アイスキャンディー

担当は、 先日ガリガリ君を 10 本買い

して、 アタリが一本も出なかった酒井

でした。 どなたか、 くじ運のつけかた

教えてくださいませ～ (涙 )

これから夏本番を迎えますね。 子ども達にとっては楽しい楽し

い夏休み。 皆さんの事業所におかれましても、 イベント等これか

ら企画することと思います。 そんなこれからの時期にピッタリな

おやつ、 アイスキャンディー作りをご提案です。

果汁も果実もたっぷりのアイスキャンディーは、 手作りできる人

気の夏のデザートです。 事業所で手作りすればジュースもフルー

ツも自由自在に好きなだけ入れることができますよ。

【アイスキャンディーの作り方】

お好きな 100％ジュースとフルーツをアイスキャンディーの型に

入れ、 持ち手の棒を挿し込んで冷凍庫で冷やすだけ。

・ ・ ・ びっくりするほど簡単です！！！

火照った体にキンキンのアイスキャンディー。 考えただけで涼み

ますね。 定番すぎかもしれませんが、 みんなでワイワイ、 買い

出しをしてクッキング！ 「アタリ」 を入れて、 ゲーム性を持たせ

るのも面白いかもしれませんね。 この夏はアイスキャンディー

パーティーを楽しまれてはいかがでしょうか。

７月度

講師 ：株式会社健生　遠藤千尋
サポート A会員様無料 /その他会員様 5,000 円 （税別）

講師 ： ヒトツナ武里教室　酒井千穂
サポート A会員様無料 /その他会員様 5,000 円 （税別）

７/15（木）
10時～12時

７/30（金）
10時～12時

子どもへ性の伝え方
～第二次性徴支援～

お子様の「楽しい！できた！」を増やす

プログラム作成のコツ

中高生向け療育プログラム BRUSH より
性教育に関する職員向け研修を公開！

掲示や褒め方のコツ、 発達

段階に合わせたプログラム

作成 ・実践…など♪

発行：株式会社健生　スマート FC運営部　メディアデザインプロジェクトチーム
宮城県仙台市青葉区宮町３丁目５－２０　KENSEI－BLDG.３F
TEL：022-216-2332 / FAX：022-265-1415

Kensei 療育 .net 通信へのご感想、企画のご提案、メッセ―ジやお問合せもお待ちして
おります♪宛先はこちら（　ryouiku@kensei-group.jp　）

今回は
現場職員さんも
ご参加頂けます‼
皆様のご応募
お待ちしております♪


