
【評価基準】 Ｓ：特に良くできている （他の事業者に積極的に情報提供したいこと。）

Ａ：良くできている （標準評価を超えて実施していること。）

Ｂ：できている （標準評価基準どおり。）

Ｃ：あまりできていない （標準評価基準に満たない場合。）

Ⅰ　共通基盤

自己評価

1 組織・運営体制 【職員配置数】
　委託業務の趣旨を鑑み、委託業務を実施する指定相談支援事
業所に、十分な職員配置がなされているか。

委託業務専従職員の外、指定相談支援業務を専従で行う常勤の
相談支援専門員（雇用形態は不問）を1名配置している。

【経験ある職員の配置】
　委託業務の趣旨を鑑み、委託業務専従職員として、障害者相談
支援に関する十分な経験を有する者を配置しているか。

委託業務専従職員は、すべて相談支援専門員として2年以上の実
務経験を有し、かつ、相談支援従事者研修（現任研修）を１回以
上修了した者である。

【職員間の連携】
　現場責任者と委託業務専従職員及び併設する指定相談支援事
業所職員（以下「センター等全体」という。）は、委託業務に関する
情報を共有しているか。

センター等全体で委託業務の進捗状況や業務課題等に関する検
討会を月1回開催している。

【計画相談支援の担当件数】
　委託業務に専念するため、委託業務専従職員が計画相談支援
を担当しないよう、調整しているか。 委託業務専従職員は、計画相談支援を担当しないよう調整してい

る。
（※　委託業務従事職員が、市又は市自立支援協議会等から依
頼を受けた計画相談（困難ケース等）は除く。）

【職員の資質向上】
　委託業務専従職員の相談支援に関する知識や技術の向上、
スーパーバイズ能力を向上させる取組が行われているか。

センター等全体で、処遇困難事例のケース検討会を月1回実施し
ている。

【公正・中立な業務遂行】
　委託業務の公共性・公益性を鑑み、委託業務受託法人の利用
者以外の相談に積極的に応じているか。

委託業務として対応する相談者のうち、自法人関連施設等の利用
者の割合は30 ％未満である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島市障害者相談支援事業に係る活動状況の自己評価表（修正後）                                      【資料３】

成果・問題点・今後の方針等

担当課
記載欄

区　分 評価項目 標準評価（Ｂ評価）基準
基幹センター等記載欄

※参考評価基準　S：3名以上、A：2名、B：
１名

※参考評価基準　S：10年以上、A：5～９
年、B：2～４年

※参考評価基準　S：3回以上/月、A：2回/
月、B：1回/月

※参考評価基準　S：0件、A：1～5件、B：6
～10件

※参考評価基準　S：3回以上/月、A：2回/
月、B：1回/月

※参考評価基準　S：10%未満、A：20％未
満、B：30%未満



Ⅱ　障害種別を問わない相談支援

区　分 評価項目 標準評価（Ｂ評価）基準 自己評価
担当課
記載欄

1 一般的な相談支
援（地域の実態把
握・関係機関との連
携）

【区厚生部との連携】
　支援が必要な障害児者の把握や、障害児者からの相談を適切
に行政サービスに繋ぐため、区厚生部との連携体制を構築してい
るか。

区精神保健福祉相談員、地区担当保健師、保健医療福祉総合相
談窓口（地域包括ケア推進センター）職員、ケースワーカー等を交
えて、障害児者及びその家族への支援に関する情報交換及び課
題共有を年１回実施している。

【医療との連携】
　医療が必要な障害児者の支援を円滑に進めるため、医療との連
携体制（顔の見える関係構築。以下同じ。）を構築しているか。

区医師会又は区地域保健対策協議会 が主催する多職種連携に
関する研修会や会議、又は、区地域包括ケア推進センターが主
催する区地域ケア会議、或いは地域包括支援センターが主催す
る多職種連携会議に年1回参加している。

【介護保険との連携】
　高齢障害者や高齢の家族と同居している障害者の支援を円滑
に進めるため、介護保険関係者との連携体制を構築しているか。

区内の地域包括支援センターを訪問し、各地域の高齢者と障害
者の共通課題（虐待を含む）・共通資源についての情報交換等を
行っている。

【教育との連携】
　障害児の家族の療育や健全な子育てを支援するため、また、学
校教育を修了する障害児の社会参加を支援するため、教育機関
との連携体制を構築しているか。

区内の小中学校、保育園を年１回訪問し、障害者相談支援事業
の紹介及び地域の障害児支援に関する情報・課題（虐待を含む）
の共有を行っている。

【就労支援機関との連携】
　就労や社会参加を希望する障害者の支援を円滑かつ適切に進
めるため、就労支援機関との連携体制を構築しているか。

区を所管する障害者就業・生活支援センター（ナカポツ）職員及び
ジョブライフサポーター等（ハローワーク、就労移行支援事業者）を
交えて、担当区における就労支援に係る情報交換及び及び課題
（虐待を含む）共有を年１回実施している。

【生活支援機関との連携】
　生活困窮や経済的自立が必要な障害者の支援を円滑かつ適切
に進めるため、生活支援機関との連携体制を構築しているか。

区を担当する福祉サービス利用援助事業「かけはし」担当者及び
区くらしサポートセンター担当者を交えて、担当区における生活支
援に関する情報交換及び課題（虐待を含む）共有を年１回実施し
ている。

【地域住民団体等との連携】
　障害のある方とその家族が、地域の一員として安心して暮らすこ
とができる地域づくりを促進するため、地域住民団体等との連携体
制を構築しているか。

区民生員児童委員協議会及び区社会福祉協議会が主催する会
議にそれぞれ年１回参加し、障害者相談支援事業の紹介及び地
域の障害児者支援に関する情報・課題（虐待を含む）共有を行っ
ている。

【当事者団体との連携】
　障害のある当事者及びその家族の安心した暮らしを支えるた
め、当事者団体との連携体制を構築しているか。

担当区で活動する当事者団体の会合や自助グループを年１回訪
問し、障害者相談支援事業の紹介及び必要な情報提供をするとと
もに、当事者の暮らしの課題やインフォーマル資源に関する情報
収集を行っている。

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

成果・問題点・今後の方針等

※参考評価基準　訪問率S：75%以上、A：
50～74%、B：25～49％、C：25%未満

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　訪問率S：75%以上、A：
50～74%、B：25～49％、C：25%未満



区　分 評価項目 標準評価（Ｂ評価）基準 自己評価
担当課
記載欄

２ 権利擁護のため
に必要な援助

【成年後見制度等の利用支援】
　成年後見制度や福祉サービス利用援助事業、民間の財産管
理・身元保証サービス等、権利擁護支援が必要な障害者に対し
適切な支援を行っているか。

権利擁護支援が必要な障害者が、必要な支援に確実に繋がるよ
う、必要な支援の提供機関への同行相談、必要な手続の代行又
は書類作成支援、担当者との面談への同席のいずれかの支援を
年1件実施した。

【消費者被害に関する情報提供・対応】
　障害者の消費者被害防止及び早期発見・対応に資する支援を
行っているか。 専門機関（消費生活センター等）から最新の情報を入手し、個々

の相談者（地域住民、福祉サービス事業者など）に対して、年１回
情報提供している。
また、消費者被害に遭った又は遭ったと思われる相談者を確認し
た場合は、必ず消費者生活センター及び警察生活環境課に報告
している。

【虐待の未然防止】
　相談を通して相談者の家庭環境を把握しやすい立場であること
を認識した上で、虐待（障害者、児童、高齢者）の未然防止及び
早期発見・対応に資する支援を行っているか。

各種虐待が疑われる具体例や虐待が疑われた場合の通報先に
ついて、関係機関（民生委員児童委員、社会福祉協議会、福祉
サービス事業者など）に対して、年１回情報提供している。
また、各種虐待が疑われる相談を受けた場合は、必ず適切な通報
先に通報している。

３ ケアマネジメント
支援

【適切なサービス利用調整】
　計画相談支援又は障害児相談支援（以下「計画相談支援等」と
いう。）が必要と思われる障害児者等が、計画相談支援等を受けら
れない場合、適切なケアマネジメントを提供しているか。

計画相談支援又は障害児相談支援を受けることができない障害
児者に対し、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(セル
フプラン）作成支援及びサービス担当者会議を実施した事例を年
５事例担当した。

※参考評価基準　S：５件以上、A：２～４
件、B：1件

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

※参考評価基準　S：20事例以上、A：10～
19事例、B：5～9事例

成果・問題点・今後の方針等



Ⅲ　地域の相談支援体制の充実に関すること

区　分 評価項目 標準評価（Ｂ評価）基準 自己評価
担当課
記載欄

1 相談支援専門員
に対する支援

【相談支援事業者への支援】
　指定相談支援事業者からの個別事例に関する相談に対して、当
該事業所の相談支援専門員の知識・技術の向上のための助言・
支援を行っているか。

指定相談支援事業者との同行支援や担当者会議等への同席を
行うなど、相談支援専門員の知識・技術の向上に資する支援を年
3事例対応した。

【相談支援専門員の人材育成①】
　指定相談支援事業所の運営支援及び相談支援専門員のスキル
アップを図るため、アウトリーチによる支援を行っているか。
※ 基幹センターのみ回答 区内の指定相談支援事業所を年１回訪問し、必要な情報提供や

個別事例に係るスーパーバイズ等を行った。

【相談支援専門員の人材育成②】
　相談支援専門員のスキルアップを図るための研修を、適切に企
画・実施しているか。
※ 基幹センターのみ回答

相談支援専門員に必要な知識・技術の向上を図るため、区内で
勤務する相談支援専門員からの研修内容の希望を聞き取り、その
結果に対する地域部会コアメンバーからの意見（相談支援の視
点、行政窓口の視点、行政保健福祉の視点）を踏まえ、研修の企
画・運営を行っている。

※参考評価基準　S：10事例以上、A：4～9
事例、B：3事例

成果・問題点・今後の方針等

※参考評価基準　訪問率S：75%以上、A：
50～74%、B：25～49％、C：25%未満

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年



区　分 評価項目 標準評価（Ｂ評価）基準 自己評価
担当課
記載欄

２ 成年後見制度や
障害者差別解消法
の合理的配慮等に
ついての普及啓発

【普及啓発】
　成年後見制度や障害者差別解消法の合理的配慮等について
の普及啓発を行っているか。
※ 基幹センターのみ回答

町内会や民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会等の地域
住民団体（エリアは問わない。）又は障害当事者団体等、障害者を
雇用している事業所等（障害福祉事業者を除く。）に対し、研修を
開催した。又は会議等に参加した際に情報提供した。

⑴　地域部会コアメンバー（基幹センター職員、委託相談職員、区
保健福祉課（東区は福祉課及び地域支えあい課）の精神保健福
祉相談員（保健師）及び障害福祉係職員（事務職））に対し、年度
当初（４月）に、自立支援協議会地域部会の役割と機能について
説明した。

⑵　地域部会コアメンバー会議を開催し、地域部会の運営方針等
を検討するほか、①メンバーそれぞれが把握した地域課題の共
有、②課題解決方針の検討、③課題解決に向けた取組の進捗状
況の確認・評価、④取組の改善策の検討（PDCAサイクルによる）
を行った。

⑶　地域部会（全体会）及びネットワーク会議（専門部会）、研修会
等を開催した際は、基幹センターが作成した報告書を、必ず地域
部会コアメンバー全員に送付し、情報を共有している。（地域部会
コアメンバー会議の報告書については、コアメンバーのみ共有し
ている。）

【地域課題の把握・対応】
　地域部会において、区内の障害児者の生活上・環境上の課題を
把握し、その解決に向けて取組んでいるか。
※ 基幹センターのみ回答

複数の個別の相談支援の事例の検討を通じて、地域における共
通の課題（１つ）を抽出し、その課題に対する対応策を地域部会で
検討した上で、地域の関係者が中心となって対応した。

【進行管理】
　地域部会事務局として、地域部会における取組が適切に行われ
るよう、適切に進行管理をしているか。
※ 基幹センターのみ回答

地域部会の取組の状況を毎月確認しており、取組内容や計画の
変更が必要な場合は、必ず地域部会コアメンバー会議を開催し、
対応策について協議している。

※参考評価基準　S：1回/四半期、A：1回/
半年、B：1回/年

【関係者間の情報共有】
　自立支援協議会地域部会（以下「地域部会」という。）の適切か
つ効果的な運営が図られるよう、地域部会の事務局としてコアメン
バー及びコアメンバー以外の構成員との情報共有に積極的に取
組んでいるか。
※ 基幹センターのみ回答

成果・問題点・今後の方針等

※参考評価基準　開催又は参加回数S：1
回/四半期、A：1回/半年、B：1回/年

３ 自立支援協議会
地域部会事務局の
運営


