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基礎研修
「放課後等デイサービスの社会的責任と

専門職職員としての倫理」



放課後等デイサービスとは？

• 放課後等デイサービス（ほうかごとうでいさーびす）とは、児童福祉法を根
拠とする、障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、
療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。略して「放デイ」。

• かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって障害者総合
支援法が根拠となり、未就学児童は児童発達支援事業、学齢期児童は放課後
等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害
児が利用できるようになった（現在は児童福祉法に移行）。民間事業者の参
入も進んでおり、利用者の選択肢が増えている。

• 児童福祉法（２０１４年一部改正）

放課後等デイサービスとは
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E9%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E5%A0%B4%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E5%B0%B1%E5%AD%A6%E5%85%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95


• この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六
号）第一条 に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害児につ
き、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定め
る施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他
の便宜を供与することをいう。

＊その人にとって、都合のいいこと、利益になることを

与えたり、技術や情報を提供したりすること
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「児童福祉法」第六条の二の二の４

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%95%99%E8%82%B2%E6%B3%95


• 主に6歳から18歳の障害のある児童を対象として、放課後や夏休み等長期
休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提
供する。1か月の利用日数は施設と保護者が相談した上で自治体が決定する。
利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の
児童も利用しやすい利点がある。

• 月額の利用料は原則として1割が自己負担で、残りのうち国が2分の1負担、
都道府県と基礎自治体が各4分の1を負担する（所得により上限があり、自
治体独自の補助を設けている場合もある）。
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解説

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E8%82%B2%E6%89%8B%E5%B8%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%9A%9C%E5%AE%B3
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（関連法令） 児童福祉法

児童福祉法 1947年（昭和22年）制定

第1条 全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、
その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び
発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保護される権利を有する。

第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において
児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して
考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

第2項 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う

第3項 国および地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する
責任を負う

＊第1条、第2条は、平成28年改正
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子どもの権利条約：子どもの権利は大きく分けて４つあります。

生きる権利
すべての子どもの
命が守られること

育つ権利

もって生まれた能力を十
分に伸ばして成長できる
よう、医療や教育、生活
への支援などを受け、友
達と遊んだりすること

守られる権利

暴力や搾取、有
害な労働などか
ら守られること

参加する権利

自由に意見を表し
たり、団体を作っ
たりできること
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• 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（しょうがいしゃそうごうしえんほう）と略す。制定時の題
名は、障害者自立支援法（しょうがいしゃじりつしえんほう）で、2012年の改
正[2]で、現在の題名に改題された。

• 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常
生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給
付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児
の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個
性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的
とする（法第1条）。
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（関連法令） 障害者総合支援法

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%92%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%85%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%94%9F%E6%B4%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%BB%98
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%94%AF%E6%8F%B4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%A5%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A0%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A


１ 総則

（１）ガイドラインの趣旨

放課後等デイサービスを実施するに当たって必要となる基本的事項を示すものである
が、ここに記載されている内容を機械的に実行していけば質の高い支援提供が確保され
るというような、手取り足取りの事業マニュアルではない。各事業所は、本ガイドライ
ン の内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫
を図り、提供する支援の質の向上に努めなければならない。

＊支援の多様性 ＊見直し、改善の必要性

（参考）児童館では

児童福祉法（1947年 S22）

児童館ガイドライン（2011年 H23) 改正児童館ガイドライン（2018年 H30)

京都市児童館運営指針（5年ごとに見直し、改正）
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放課後等デイサービスガイドライン



（２）放課後等デイサービスの基本的役割

○子どもの最善の利益の保障
放課後等デイサービスは、児童福祉法第６条の２の２第４項の規定に基づき、 学校

（幼稚園及び大学を除く。以下同じ。）に就学している障害児に、授業の終了後又は休
業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進 その他の便宜を供与
することとされている。 放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子ども
に対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状
況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を 図る
ものである。
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放課後等デイサービスガイドライン



（２）放課後等デイサービスの基本的役割

〇共生社会の実現に向けた後方支援
放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包容（イン

クルージョン）を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障
する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス事業所においては、放課後児
童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、 専門的な知識・経験に基づきバック
アップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラ
ブ等との連携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められる。さらに、一般的
な子育て支援施策を利用している障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極
的に実施する等、地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されて
いる。
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放課後等デイサービスガイドライン

○



（２）放課後等デイサービスの基本的役割

〇保護者支援
放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援す

る側面もあるが、より具体的には、

①子育ての悩み等に対する相談を行うこと

② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ち
を支える力をつけられるよう支援すること

③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと により、保
護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子ど もに向き合うゆとり
と自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を 及ぼすものと期待される。
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放課後等デイサービスガイドライン

○



（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

①基本姿勢

子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した支援を行うために、

子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤として職務に当たらなけれ

ばならない。
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放課後等デイサービスガイドライン



（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

①基本姿勢

子どもが他者との信頼関係を形成する経験の必要性

・楽しさや心地よさ

・葛藤を調整する力、主張する力、折り合いをつける力

〇学校との連携と役割分担

〇教育センターや関係機関、団体、保護者との連携
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放課後等デイサービスガイドライン



（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

①基本姿勢

子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した支援を行うために、

子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤として職務に当たらなけれ

ばならない。
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放課後等デイサービスガイドライン



倫理

人として守り行うべき道。
善悪・正邪の判断において
普遍的な規準となるもの。
道徳。モラル。
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倫
人の輪、仲間

理
模様、ことわり

倫理
仲間の間での決まり事、

守るべき秩序

（参考）日本看護協会
kotobank.jp/word/倫理-660231

https://kotobank.jp/word/%E5%80%AB%E7%90%86-660231#:~:text=%EF%BC%91,%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%AE%88%E3%82%8A%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%81%B9%E3%81%8D%E9%81%93%E3%80%82%E5%96%84%E6%82%AA%E3%83%BB%E6%AD%A3%E9%82%AA%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E6%99%AE%E9%81%8D%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A6%8F%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%82%E9%81%93%E5%BE%B3%E3%80%82%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%80%82%E3%80%8C%E5%80%AB%E7%90%86%E3%81%AB%E3%82%82%E3%81%A8%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%8D%E3%80%8C%E5%80%AB%E7%90%86%E8%A6%B3%E3%80%8D%E3%80%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E3%80%8D%EF%BC%92%20%E3%80%8C%E5%80%AB%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%95%A5%E3%80%82
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（参考）青見 健志



• 職業倫理とは、「特定の職業に要請さ
れる倫理、または職業人に求められる
倫理」のことをいいます。 ある職業に
就いている個人や企業は、必ず自らの
社会的な役割や責任を持っています。

• その役割や責任を果たすために、自身
の行動を律するための基準や規範を示
すものが職業倫理です。 もっと噛み砕
いていうと、どのような職業に就くと
しても、必ず「やっていいこと」と
「やってはいけないこと」があります。
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職業倫理

（参考）careergarden.jp/column/shokugyourinritoha/



自らの行動を律する職業倫理
規定を有することは専門職の
条件の1つです。
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（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

②基本活動

ア 自立支援と日常生活の充実のための活動

子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援

するための活動を行う。子どもが意欲的にかかわれるような遊びを通して、

成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立

や地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う学校で行われて

いる教育活動を踏まえ、方針や役割分担等を共有できるように学校との連

携を図りながら支援を行う。
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放課後等デイサービスガイドライン



（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

②基本活動

イ 創作活動

創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。日ごろから

できるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるよう

にする等、豊かな感性を培う。
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放課後等デイサービスガイドライン



（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

②基本活動

ウ 地域交流の機会提供

障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわない

ように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域に

おいて放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連携、

ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。
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放課後等デイサービスガイドライン



（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本姿勢と基本活動

②基本活動

エ 余暇の提供

子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習等の諸活動を

自己選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラ

ムを用意し、ゆったりとした雰囲気の中で行えるように工夫する。
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放課後等デイサービスガイドライン



（４）事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理

②説明責任の履行と、透明性の高い事業運営

○ 子どもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であり、

そうした観点からは放課後等デイサービス事業所が地域社会からの信頼を得る

ことが重要であるが、そのためには地域社会に対して事業に関する情報発信を

積極的に行う等、地域に開かれた事業運営を心がけることが求めら れる。
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放課後等デイサービスガイドライン



自己評価と外部評価

＜開かれた放課後等デイサービス＞

・子どもからも、保護者からも、地域社会からも

信頼される職員・場所であること
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