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【参考】対象となる障害者等
本文中に出てくる「障害者」及び「障害者等」に含まれるものは、下記の通り。
（１）障害者（法第４条第１項）
ア

身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者

イ

知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち１８歳以上である者

ウ

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障
害者支援法にいう発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。
以下「精神障害者」という。）のうち１８歳以上である者
なお、高次脳機能障害については、器質性精神障害として精神障害に分類される
ものであり、精神障害者であることが確認された場合、給付の対象となる。

エ

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものに
よる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって１８歳以上である者
（以下「難病等対象者」という。）
※対象疾患については、次ページの一覧を参照

（２）障害児（法第４条第２項）
児童福祉法第４条第２項に規定する障害児

注
○
（１）のエ「難病等対象者」については、
「障害者総合支援法対象疾病検討会」を踏まえ、見
直しを行うものとされている。
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令和元年7⽉1⽇
から適用

障害者総合支援法の
対象となる疾病が
追加されます
こう

・膠様滴状角膜ジストロフィー
・ハッチンソン・ギルフォード症候群
・フォンタン術後症候群

障害福祉サービス等の対象となる疾病が、359疾病から361疾病へと
⾒直しが⾏われます。対象となる⽅は、障害者⼿帳※をお持ちでなくても、
必要と認められた支援が受けられます。
※

身

体障害者手 帳・ 療育手 帳・ 精神障害者保健福祉手 帳

対象疾病の⼀覧は厚⽣労働省のホームページでご確認いただけます。
⼿続き

◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書（診断書など）を持参し、お住まいの市区町村
の担当窓口にサービ ス の利用 を 申請し て ください。
◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを 利用 で き ま す。
（訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません）
◆詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合
わせください。

厚生 労働省
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令和元年７

月

１

日

から の障害者総合支 援法の対象疾病一 覧（ ３ ６ １ 疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）
△ 表記が変更された疾病（１疾病）
○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）
番号

疾病名

番号

疾病名

1

アイカルディ症候群

46

カーニー複合

2

アイザックス症候群

47

海馬 硬化を 伴う 内側側頭葉て んかん

3

ＩｇＡ腎症

48

潰瘍性大腸炎

4

ＩｇＧ４関連疾患

49

下垂体前葉機能低下症

5

亜急性硬化性全脳炎

50

家族性地中海熱

6

アジソン病

51

家族性良性慢性天疱瘡

7

アッシャー症候群

52

カナバン病

8

アトピー性脊髄炎

53

化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群

9

アペール症候群

54

歌舞伎症候群

10

アミロイドーシス

55

ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

11

アラジール症候群

56

カルニチン回路異常症

12

アルポート症候群

57

加齢⻩ 斑変性

13

アレキサンダー病

58

肝型糖原病

14

アンジェルマン症候群

59

間質性膀胱炎（ハンナ型）

15

アントレー・ビクスラー症候群

60

環状20番染色体症候群

○

16

イソ吉草酸血症

61

関節リウマチ

17

一次性ネフローゼ症候群

62

完全大血管転位症

18

一次性膜性増殖性糸球体腎炎

63

眼皮膚白皮症

19

１ｐ36欠失症候群

64

偽性副甲状腺機能低下症

20

遺伝性自己炎症疾患

65

ギャロウェイ・モワト症候群

21

遺伝性ジストニア

66

急性壊死性脳症

○

22

遺伝性周期性四肢麻痺

67

急性網膜壊死

○

23

遺伝性膵炎

68

球脊髄性筋萎縮症

24

遺伝性鉄芽球性貧血

69

急速進行 性糸 球体腎炎

25

ウィーバー症候群

70

強直性脊椎炎

26

ウィリアムズ症候群

71

巨細胞性動脈炎

27

ウィルソン病

72

巨大 静脈奇形（ 頚部口 腔咽頭びま ん性病変）

28

ウエスト症候群

73

巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）

29

ウェルナー症候群

74

巨大 膀胱短小 結腸腸管蠕動不全症

30

ウォルフラム症候群

75

巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）

31

ウルリッヒ病

76

筋萎縮性側索硬化症

32

HTLV－１関連脊髄症

77

筋型糖原病

33

ＡＴＲ－Ｘ症候群

78

筋ジストロフィー

34

ＡＤＨ分泌異常症

79

クッシング病

35

エーラス・ダンロス症候群

80

クリオピリン関連周期熱症候群

36

エプスタイン症候群

81

クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

37

エプスタイン病

82

クルーゾン症候群

38

エマヌエル症候群

83

グルコーストランスポーター１欠損症

39

遠位型ミオパチー

40

円錐角膜

41
42

⻩⾊
⻩

○

靭帯骨 化症

斑ジス ト ロ フ ィ ー

84

グルタル酸血症1型

85

グルタル酸血症2型

86

クロウ・深瀬症候群

87

クローン病

43

大田原症候群

88

クロンカイト・カナダ症候群

44

オクシピタル・ホーン症候群

89

痙攣重積型（二相性）急性脳症

45

オスラー病

90

結節性硬化症
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日

から の障害者総合支 援法の対象疾病一 覧（ ３ ６ １ 疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）
△ 表記が変更された疾病（１疾病）
○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）
番号

疾病名

番号

疾病名

91

結節性多発動脈炎

136

シェーグレン症候群

92

血栓性血小板減少性紫斑病

137

色素性乾皮症

93

限局性皮 質異形成

138

自己貪食空胞性ミオパチー

94

原発性局所多汗症

139

自己免疫性肝炎

95

原発性硬化性胆管炎

○

140

自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

96

原発性高脂血症

141

自己免疫性溶血性貧血

97

原発性側索硬化症

142

四肢形成不全

98

原発性胆汁性胆管炎

143

シトステロール血症

144

シトリン欠損症

145

紫斑病性腎炎

99

原発性免疫不全症候群

100

顕微鏡的大腸炎

101

顕微鏡的多発血管炎

146

脂肪萎縮症

102

高ＩｇＤ症候群

147

若年性特発性関節炎

○

103

好酸球性消化管疾患

148

若年性肺気腫

104

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

149

シャルコー・マリー・トゥース病

105

好酸球性副鼻腔炎

150

重症筋無力 症

106

抗糸球体基底膜腎炎

151

修正大血管転位症

107

後縦靭帯骨化症

152

ジュベール症候群関連疾患

108

甲状腺ホルモン不応症

153

シュワルツ・ヤンペル症候群

109

拘束型心筋症

154

徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症

110

高チロシン血症1型

155

神経細胞移動異常症

111

高チロシン血症2型

156 神経軸索ス フ ェ ロ イ ド 形成を 伴う 遺伝性びま ん性白 質脳症

112

高チロシン血症3型

157

神経線維腫症

113

後天性赤芽球癆

158

神経フェリチン症

114

広範脊柱管狭窄症

159

神経有棘赤血球症

115

膠様滴状角膜ジストロフィー

160

進行 性核上性麻 痺

116

抗リン脂質抗体症候群

161

進行 性骨 化性線維異形成症

117

コケイン症候群

162

進行 性多巣性白 質脳症

118

コステロ症候群

163

進行 性白 質脳症

164

進行 性ミ オク ロ ーヌ ス て んかん

119
120

骨
骨

※

形成不全症

髄異形成症候群

○

165

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

○

166

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

121

骨髄線維症

122

ゴナドトロピン分泌亢進症

167

スタージ・ウェーバー症候群

123

５p欠失症候群

168

スティーヴンス・ジョンソン症候群

124

コフィン・シリス症候群

169

スミス・マギニス症候群

125

コフィン・ローリー症候群

170

スモン

126

混合性結合組織病

171

脆弱X症候群

127

鰓耳腎症候群

172

脆弱Ｘ症候群関連疾患

128

再生 不良性貧血

173

成人スチル病

129

サイトメガロウィルス角膜内皮炎

174

成⻑ ホルモ ン 分泌亢進症

130

再発性多発軟骨炎

175

脊髄空洞症

131

左心低形成症候群

176

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

132

サルコイドーシス

177

脊髄髄膜瘤

133

三尖弁閉鎖症

178

脊髄性筋萎縮症

134

三頭酵素欠損症

179

セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症

135

CFC症候群

180

前眼部形成異常

○

4

○

○
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から の障害者総合支 援法の対象疾病一 覧（ ３ ６ １ 疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）
△ 表記が変更された疾病（１疾病）
○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）
番号

疾病名

番号

疾病名

181

全身性エリテマトーデス

226

遅発性内リンパ水腫

182

全身性強皮症

183

先天異常症候群

△

227

チャージ症候群

228

中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

184

先天性横隔膜ヘルニア

229

中毒性表皮壊死症

185

先天性核上性球麻痺

230

腸管神経節細胞僅少症

186

先天性気管狭窄症／先天性声⾨下狭窄症

231

TSH分泌亢進症

187

先天性魚 鱗癬

232

TNF受容体関連周期性症候群

188

先天性筋無力 症候群

233

低ホスファターゼ症

189 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症

234

天疱瘡

190

先天性三尖弁狭窄症

235

禿頭と 変形性脊椎症を 伴う 常染⾊ 体劣性白 質脳症

191

先天性腎性尿崩症

236

特発性拡張型心筋症

192

先天性赤 血 球形成異常性貧血

237

特発性間質性肺炎

193

先天性僧帽弁狭窄症

238

特発性基底核石灰化症

194

先天性大 脳白 質形成不全症

239

特発性血小板減少性紫斑病

195

先天性肺静脈狭窄症

240 特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）

196

先天性風疹症候群

241

特発性後天性全身性無汗症

197

先天性副腎低形成症

○

242

特発性大腿骨頭壊死症

198

先天性副腎皮質酵素欠損症

243

特発性多中心性キャッスルマン病

199

先天性ミオパチー

244

特発性⾨脈圧亢進症
特発性両側性感音難聴

200

先天性無痛無汗症

245

201

先天性葉酸吸収不全

246

突発性難聴

202

前頭側頭葉変性症

247

ドラベ症候群

203

早期ミオクロニー脳症

248

204

総動脈幹遺残症

249

205

総排泄腔遺残

250

軟骨無形成症

206

総排泄腔外反症

251

難治頻回部分発作重積型急性脳炎
22q11.2欠失症候群

中條・

⻄

村症候群

那須・ハコラ病

207

ソトス症候群

252

208

ダイアモンド・ブラックファン貧血

253

乳幼児肝巨大血管腫

209

第14番染色体⽗親性ダイソミー症候群

254

尿素サイクル異常症

210

大脳皮質基底核変性症

255

ヌーナン症候群

211

大

256 ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）/LMX1B関連腎症

理石 骨 病

212

ダウン症候群

257

脳腱⻩ ⾊ 腫症

213

高安動脈炎

258

脳表ヘモジデリン沈着症

214

多系統萎縮症

259

膿疱性乾癬

215

タ ナト フ ォ リ ッ ク 骨 異形成症

260

嚢胞性線維症

○

パーキンソン病

216

多発血管炎性肉芽腫症

261

217

多発性硬化症／視神経脊髄炎

262

バージャー病

218

多発性軟骨性外骨腫症

263

肺静脈閉塞症／肺毛 細血 管腫症

219

多発性嚢胞腎

264

肺動脈性肺高血圧症

220

多脾症候群

265

肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）

221

タンジール病

266

肺胞低換気症候群

222

単心室症

267

ハッチンソン・ギルフォード症候群

268

バッド・キアリ症候群

223

弾性線維性仮性⻩ ⾊

224

短腸症候群

225

胆道閉鎖症

○

○

腫
○

269

ハンチントン病

270

汎発性特発性骨増殖症

5

※

○

令和元年７

月

１

日

から の障害者総合支 援法の対象疾病一 覧（ ３ ６ １ 疾病）

※ 新たに対象となる疾病（３疾病）
△ 表記が変更された疾病（１疾病）
○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（２９疾病）
番号

疾病名

番号

疾病名

271

ＰＣＤＨ19関連症候群

316

発作性夜間ヘモグロビン尿症

272

非ケトーシス型高グリシン血症

317

ポルフィリン症

273

肥厚性皮膚骨膜症

318

マリネスコ・シェーグレン症候群

274

非ジストロフィー性ミオトニー症候群

319

マルファン症候群

275

皮

320 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー

質下梗塞と 白 質脳症を 伴う 常染⾊ 体優性脳動脈症

276

肥大型心筋症

321

慢性血 栓塞栓性肺高 血 圧症

277

左肺動脈右肺動脈起始症

322

慢性再発性多発性骨髄炎

278

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

323

慢性膵炎

279

ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症

324

慢性特発性偽性腸閉塞症

280

ビッカースタッフ脳幹脳炎

325

ミオクロニー欠神てんかん

281

非

典型溶血 性尿毒症症候群

326

ミ オク ロ ニー脱力 発作を 伴う て んかん

282

非

特異性多発性小 腸潰瘍症

327

ミトコンドリア病

283

皮膚筋炎／多発性筋炎

328

無虹彩症

284

びまん性汎細気管支炎

○

329

無脾症候群

285

肥満低換気症候群

○

330

無βリポタンパク血症

286

表皮水疱症

331

メープルシロップ尿症

287

ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）

332

メチルグルタコン酸尿症

288

VATER症候群

333

メチルマロン酸血症

289

ファイファー症候群

334

メビウス症候群

290

ファロー四徴症

335

メンケス病

291

ファンコニ貧血

336

網膜色素変性症

292

封入体筋炎

337

もやもや病

293

フェニルケトン尿症

338

モワット・ウイルソン症候群

294

フォンタン術後症候群

339

薬剤性過敏症症候群

295

複合カルボキシラーゼ欠損症

※ ○

340

ヤング・シンプソン症候群

296

副甲状腺機能低下症

341

優性遺伝形式をとる遺伝性難聴

297

副腎白質ジストロフィー

342

遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

298

副腎皮 質刺激ホルモ ン 不応症

343

４p欠失症候群

299

ブラウ症候群

344

ライソゾーム病

300

プラダ－・ウィリ症候群

345

ラスムッセン脳炎

301

プリオン病

346

ランゲルハンス細胞組織球症

302

プロピオン酸血症

347

ランドウ・クレフナー症候群

348

リ ジ ン 尿性蛋白 不耐症

303

PRL分泌亢進症（

高

プ ロ ラ ク チン 血 症）

304

閉塞性細気管支 炎

349

両側性小耳症・外耳道閉鎖症

305

β-ケトチオラーゼ欠損症

350

両大血管右室起始症

306

ベーチェット病

351

リンパ管腫症/ゴーハム病

307

ベスレムミオパチー

352

リンパ脈管筋腫症

308

ヘパリン起因性血小板減少症

○

353

類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）

309

ヘモクロマトーシス

○

354

ルビンシュタイン・テイビ症候群

355

レーベル遺伝性視神経症

○

356 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

310

ペリー症候群

311

ペルーシド角膜辺縁変性症

312 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）

357

劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴

313

片側巨脳症

358

レット症候群

314

片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群

359

レノックス・ガストー症候群

315

芳香族L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症

360

ロスムンド・トムソン症候群

361

肋骨 異常を 伴う 先天性側弯症
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○

○
○

○

○

○

経過的に対象となっている疾病
○ 下表の疾病については、障害者総合支援法の対象外となりまし
たが、対象外となる前日までにすでに障害福祉サービス等※の支
給決定等を受けたことがある方は、引き続き利用 可能で す 。
※障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
（障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む）

①

平成27年１

１

月

日

以降に対象外にな っ た 疾病

疾病名
劇症肝炎
重症急性膵炎

②

平成27年7月 １

日

以降に対象外になった疾病

疾病名

③

疾病名

肝外門 脈閉塞症

視神経症

肝内結石症

神経性過食症

偽性低アルドステロン症

神経性食 欲不振症

ギラン・バレ症候群

先天性QT延⻑ 症候群

グルココルチコイド抵抗症

TSH受容体異常症

原発性アルドステロン症

特発性血栓症

硬化性萎縮性苔癬

フィッシャー症候群

好酸球性筋膜炎

メニエール病

令和元年７

月

１

日

以降に対象外にな っ た 疾病

疾病名
正常圧水頭症

7

指定難病と障害者総合支援法対象疾病の疾病名の相違
○ 難病法に基づく指定難病は、障害者総合支援法の対象疾病に全て含ま
れて おり ま すが、 下表の疾病については、 異な る 疾病名を 用 いて いる た
めご留意ください。
障害者総合支援法の対象疾病

難病法の指定難病

アミロイドーシス

全身性アミロイドーシス

ADH分泌異常症

下垂体性ADH分泌異常症

関節リウマチ

悪性関節リウマチ
家族性高コレステロール血症（ホモ接
合体）

原発性高脂血症

原発性高カイロミクロン血症

抗リン脂質抗体症候群

原発性抗リン脂質抗体症候群

ゴナドトロピン分泌亢進症

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症

若年性肺気腫

α１－アンチトリプシン欠乏症

成⻑ ホルモン 分泌亢進症

下垂体性成⻑ ホルモン 分泌亢進症

TSH分泌亢進症

下垂体性TSH分泌亢進症

特発性両側性感音難聴

若年発症型両側性感音 難聴

膿疱性乾癬

膿疱性乾癬（汎発型）

PRL分泌亢進症（
症）

高

プロ ラ ク チン 血

下垂体性PRL分泌亢進症

8

疾病名の表記を変更したもの（新旧対照表）
① 平成27年1⽉1日 に表記を 変更し た疾病

平成２ ６ 年１ ２

【旧】
月 ３ １ 日 ま で の疾病名

平成２ ７ 年１

【新】
月 １ 日 以降の疾病名

アミロイド症

アミロイドーシス

アレルギー性肉芽腫性血管炎

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

ウェゲナー肉芽腫症

多発血管炎性肉芽腫症

ADH不適合分泌症候群
中枢性尿崩症
結節性動脈周囲炎

ADH分泌異常症
結節性多発動脈炎
顕微鏡的多発血管炎

高プロラクチン血症

PRL分泌亢進症（

ゴナドトロピン分泌過剰症

ゴナドトロピン分泌亢進症

脊髄小脳変性症

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

先端巨大症

成⻑ ホルモ ン 分泌亢進症

側頭動脈炎

巨細胞性動脈炎

大動脈炎症候群

高安動脈炎

多巣性運動ニューロパチー

慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロ
パチー

慢性炎症性脱髄性多発神経炎
多発筋炎
皮膚筋炎

高

プ ロ ラ ク チン 血 症）

皮膚筋炎／多発性筋炎

多発性硬化症

多発性硬化症／視神経脊髄炎

TSH産生下垂体腺腫

TSH分泌亢進症

特発性大腿骨頭壊死

特発性大腿骨頭壊死症

有棘赤血球舞踏病

神経有棘赤血球症

リソソーム病

ライソゾーム病

リンパ管筋腫症

リンパ脈管筋腫症

レフェトフ症候群

甲状腺ホルモン不応症
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疾病名の表記を変更したもの（新旧対照表）
② 平成27年７

1日 に表記変更し た疾病

月

平成２ ７ 年６

【旧】
３ ０ 日 ま での疾病名

平成２ ７ 年７

月

【新】
月 １ 日 以降の疾病名

難治性ネフローゼ症候群

一次性ネフローゼ症候群

加齢性⻩ 斑変性症

加齢⻩ 斑変性

進行 性骨 化性線維形成異常症

進行 性骨 化性線維異形成症

先天性魚 鱗癬様紅皮 症

先天性魚 鱗癬

ビタミンD依存症二型

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症
副腎白質ジストロフィー

ペルオキシソーム病

ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除
く。）

③ 平成29年4⽉1日 に表記を 変更し た疾病
平成２ ９ 年３

【旧】
３ １ 日 ま で の疾病名

平成２ ９ 年４

月

【新】
月 １ 日 以降の疾病名

原発性胆汁性肝硬変

原発性胆汁性胆管炎

自己免疫性出血病ⅩⅢ

自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

④ 平成30年4⽉1日 に表記を 変更し た疾病
【旧】
平成３ ０ 年３ 月 ３ １ 日 ま での疾病名

【新】
平成３ ０ 年４ 月 １ 日 以降の疾病名

有馬症候群

ジュベール症候群関連疾患

全身 型若年性特発性関節炎

若年性特発性関節炎

先天性気管狭窄症

先天性気管狭窄症／先天性声⾨下狭窄症

⑤ 令和元年７

月

令和元年６

強皮症

1日 に表記を 変更し た疾病

月

【旧】
３ ０ 日 までの疾病名

【新】
令和元年7⽉１ 日 以降の疾病名
全身性強皮症
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支給決定の考え方

障害者総合支援法においては、
「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営む
ための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を持つ個
人として尊重され、全ての障害者が可能な限りその身近な場所で日常生活を営むため
の支援を受けることができ、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、
地域社会で共生することが実現できることを基本理念とし、その上で総合的かつ計画
的に行わなければならない。」と定められている。
神戸市においても法の主旨を尊重し、障害福祉サービスの支給量の決定に当たって
は、個々の生活状況等について丁寧に聞き取りを行い、支給決定の勘案事項、審査会
の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行うこととする。
なお支給決定に当たっては、公平かつ適正な支給決定を行うため、あらかじめ支給
の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であるとさ
れており、本市においても支給決定基準を定める。
ただし基準の中で示される支給量（標準支給量）が支給量の上限となるものではな
く、個別に適切な支給量を定めることとする。
本人の状況や意向で、標準支給量を超える支給量を希望される場合は、支給量案を
定めた経緯を丁寧に説明し、それでも希望される場合は、障害支援区分の見直しの検
討、または区で支給決定できる要件に該当する場合は、標準支給量の 1.5 倍までは区
で支給決定することができ、それを超える場合、あるいは区で支給決定できる要件に
該当しない場合は非定型審査会に意見を求め適切な支給量を定めるものとする。

11

（参考）
支給要否決定の根拠

障害者総合支援法（抜粋）
（支給要否決定等）
第22条市町村は、障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障
害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サー
ビスの利用に関する意向その他厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支
給の要否の決定を行うものとする。
７市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚
生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量（支給
量）を定めなければならない。
厚生労働省令で定める事項（勘案事項）
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施行規則
（平成18年厚生労働省令第19号）
第12条
① 障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
② 介護を行う者の状況
③ 介護給付費等の受給の状況
④ 児童福祉法に規定する障害児通所支援又は指定入所支援の利用状況
⑤ 介護保険給付に係る居宅サービスの利用状況
⑥ 保健医療又は福祉サービス等の利用状況
⑦ 障害者（児）の利用意向の具体的内容
⑧ 障害者の置かれている環境
⑨ 障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

神戸市が支給決定基準を定める根拠

市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あ
らかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である。
（中略）
一方、個々の障害者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定（いわゆる「非定型」の
支給決定）を行う必要がある場合が想定されることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判
断基準等を定めておくことが望ましい。
なお、
「非定型」の支給決定を行うに当たっては、支給決定案について市町村審査会の意見を
聴いた上で個別に適切な支給量を定めること。
（平成 19 年３月 23 日 障発第 0323002 号
護給付費等の支給決定等について（抜粋）
」）
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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「介

１ ホームヘルプサービス
居宅介護（身体介護・通院等介助・家事援助）

【身体介護・通院等介助・家事援助】
１．サービス内容
身体介護（食事・入浴・排泄等の介助）、通院等介助(病院・診療所への通院の介助、官公署で
の公的手続や障害者総合支援法に基づくサービスを受けるための相談に係る移動の介助)、家事援
助（炊事・洗濯・掃除等の介助）の短時間の介護。

２．対象者
障害支援区分が区分１以上である障害者等、ただし、通院等介助（身体介護を伴う場合）につ
いては、区分２以上で障害支援区分の認定調査項目において以下の①～⑤の内、いずれか一つ以
上に認定されている障害者
障害支援区分
①「歩行」
：
「４.全面的な支援が必要」
②「移乗」
：
「２.見守り等の支援が必要」
、
「３.部分的な支援が必要」
、
「４.全面的な支援が必要」
③「移動」
：
「２.見守り等の支援が必要」
、
「３.部分的な支援が必要」
、
「４.全面的な支援が必要」
④「排尿」
：
「２.部分的な支援が必要」
、
「３.全面的な支援が必要」
⑤「排便」
：
「２.部分的な支援が必要」
、
「３.全面的な支援が必要」

（精神の方の必要性について）
神戸市に居住し、在宅の障害支援区分が区分１以上のうち、介護環境区分がＡ及びＢで日常
生活を営むのに支障がありホームヘルパーの派遣が必要であると認められる者。
①ケア必要度〈対人サービスのニーズ〉
※自立生活能力
・
「時に助言や援助が必要（週１回から月２～３回程度の助言、促しが必要）」以上の援助
が必要。
・
「必要な食事を取ること」に援助が必要。
・身体介護を伴う外出介護での必要性を評価する。
・対人関係がとれるか否かでサービス提供の可能性を評価する。
※配慮が必要な社会行動
・
『自殺ないし自傷の念慮や行為』『その他の社会行動（地域生活の維持を困難にする可能
性のある、暴力・敵対行為・逸脱行動など）
』
②介護者の状況

介護環境区分がＡ及びＢの場合は派遣対象とする。
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３．標準支給量
●身体・知的・難病
利用者の意向を基に、障害支援区分及び「表１／介護環境区分」に基づく標準支給量（［表２／
標準支給量］
［表３／具体的サービス内容］
）
、概況調査票等を踏まえ、公平かつ適正なサービス量
を個々のケースで判断・支給決定する。
なお標準支給量を基準として、それを超える場合は、障害支援区分の見直しや、介護保険を受け
ている場合は介護認定の見直しを検討する。ただし［表４／標準支給量超過基準］で示す、食事、
入浴、着替え、排泄、家事、社会生活上の手続き等、日常生活において明らかに著しく支障をきた
し、標準支給量では不都合がある場合は、標準支給量を超えて、標準支給量の 1.5 倍までは、区
の判断のみで支給決定出来ることとする。
なお、標準支給量×1.5 倍を超える場合は審査会に諮らなければならない。

〔表１／介護環境区分〕
介護環境
区
分

介

護

者

の

状

況

○（同居、別居ともに）介護者がいない
（障害者のみの世帯や 18 歳未満の児童と同居等を含む）
○介護者が介護保険の要介護、または要支援の認定を受けている
Ａ

○介護者が病弱で介護することが出来ない
○介護者が日中不在（週 30 時間以上就労(予定を含む)等）
○介護者が１人で重度障害者（支援区分「４」以上）と就学前の乳幼児又は
介護保険の要介護の認定を受けている高齢者を介護している
○別居の介護者がいる
○介護者が病弱で介護することが常時は出来ない
○介護者が日中不在（週 10 時間以上就労(予定を含む)等）

Ｂ

○介護者が１人で障害者（児）と就学前の乳幼児又は介護保険の要介護の認
定を受けている高齢者を介護している
○グループホーム入居者（個人単位で居宅介護を利用する場合（特例）
）
※１

Ｃ
○

○A・B に該当しない介護者がいる

介護者が複数人いる場合は、主に介護を担う介護者の状況で判断。同程度の場合は、

世帯全体で判断。
○

ボランティアや近隣等の支援は、勘案調査の際に作成される「週間計画表」で支給量

に反映。
※１

グループホーム入居者についての居宅介護・重度訪問介護は令和 3 年３月末をもっ

て対象外となる予定。
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〔表２／標準支給量〕
介護環境区分

（単位：時間／月）
区分１

身 体

A

家 事

25

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

10

18

30

48

67

25

25

25

25

25

8

15

25

40

56

20

20

20

20

20

7

12

20

32

45

15

15

15

15

15

身 体

B

20
家 事
身 体

C

家 事
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〔表３／具体的サービス内容〕
調理

家

衣類等の洗濯

事
掃除・整理整頓

援
生活必需品の買物

助

全て行うものとして
１回の派遣時間数

⇒

２時間以内

１週間の派遣回数

⇒

概ね２～３回程度

※本人の残存機能を考慮し，決定する。

その他の家事
排泄介助
体位変換

本人の身体状況にもよるが，
深夜・早朝の場合，概ね 30 分／回程度

身
体
介
護

着脱衣介助

30 分／回

清拭

１時間／回

入浴のできない者

入浴(シャワー浴)介助

１時間／回

自宅浴槽で入浴可能な場合

食事介助

30 分／回

本人の咀嚼・嚥下機能を考慮する

その他の身体介助
通 院 等
介
助
通院等
乗降介助

通院等の介助

必要時間

上記以外で必要とされるもの

必要時間

送迎のみでも可能（本人の身体状況によ
り病院内での介助も）

（４時間程度）

必要回数

片道で１回と算定

〔表４／標準支給量超過基準〕
１

知的障害で家事や社会生活を行ううえで、助言が必要な場合

２

施設からの退所、病院等医療機関からの退院直後で、一時的に多くの支給量が必要
な場合

３

時間を要するコミュニケーション支援が必要な場合（障害支援区分の認定調査項目
において、コミュニケーションが以下の、いずれかに認定されている）

「2．特定の者であればコミュニケーションできる」
「３．会話以外の方法でコミュニ
ケーションできる」
、
「４．独自の方法でコミュニケーションできる」
、
「５．コミュニ
ケーションできない」
４

ヘルパーに認められている医療的な介護（たんの吸引、経管栄養）や特段の専門的
は配慮をもって行う調理が必要な場合

５

体温調整や体位変換等のため、深夜帯（22 時～６時）介護が必要な場合

６

介護者が急な事故や疾病による場合や、やむを得ず施設入所が必要な場合、療養の
必要性が高い場合

７

１～６に該当せず福祉事務所長が特別に必要と認める場合
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●精神
標準支給量は、身体・知的の（表 2／標準支給量）と同じ。
支給量は、身体介護と家事援助の支給量の合計が概ね、
『週 2 回、1 回につき 1.5 時間～２時
間以内』を目安とする。
標準支給量以上の支給量が必要な場合は、利用者の意向を基に、障害支援区分及び「表１／介
護環境区分」に基づく標準支給量（
［表２／標準支給量］
［表５／具体的サービス内容］
）、概況調
査票等を踏まえ、公平かつ適正なサービス量を個々のケースで判断・支給決定する。
なお標準支給量を基準として、それを超える場合は、障害支援区分の見直しや、介護保険を受
けている場合は介護認定の見直しを検討する。ただし［表６／標準支給量超過基準］で示す、食
事、入浴、着替え、排泄、家事、社会生活上の手続き等、日常生活において明らかに著しく支障
をきたし、標準支給量では不都合がある場合は、標準支給量を超えて、標準支給量の 1.5 倍まで
は、区の判断のみで支給決定出来ることとする。
なお、標準支給量×1.5 倍を超える場合は審査会に諮らなければならない。

［表５/具体的サービス内容］
調理

家

生活必需品の買い物

事

衣類の洗濯，補修

援

住居等の掃除，整理整頓

助

左記のうち必要な援助を行う
１回あたりの派遣時間：身体介護と合わせて概ね２時間以内
１週間の派遣回数：身体介護と合わせて概ね２回以内
*上記以上の派遣については要検討

その他必要な家事

身

身体の清潔保持の援助

左記のうち必要な援助を行う
１回あたりの派遣時間：家事援助と合わせて概ね２時間以内

体
介

家事に関することの共同
実施

護
通

身体介護を伴う外出介護

院
身体介護を伴わない外出
介護

介
助

１週間の派遣回数：家事援助と合わせて概ね２回以内
*上記以上の派遣については要検討
１回あたりの派遣時間：必要時間（４時間程度）
１ヵ月の派遣回数：必要回数
１回あたりの派遣時間：必要時間（４時間程度）
１ヵ月の派遣回数：必要回数

〔表６／標準支給量超過基準〕
１

家事や社会生活を行ううえで、助言が必要な場合

２

施設からの退所、病院等医療機関からの退院直後で、一時的に多くの支給量が必要な

場合
３

時間を要するコミュニケーション支援が必要な場合（障害支援区分の認定調査項目に

おいて、コミュニケーションが以下の、いずれかに認定されている）
「2．特定の者であればコミュニケーションできる」
「３．会話以外の方法でコミュニケー
ションできる」
、
「４．独自の方法でコミュニケーションできる」
、
「５．コミュニケーショ
ンできない」
４

ヘルパーに認められている医療的な介護（たんの吸引、経管栄養）や特段の専門的は

配慮をもって行う調理が必要な場合
５

体温調整や体位変換等のため、深夜帯（22 時～６時）介護が必要な場合

６

介護者が急な事故や疾病による場合や、やむを得ず施設入所が必要な場合、療養の必

要性が高い場合
７

１～６に該当せず福祉事務所長が特別に必要と認める場合
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●障害児
障害児については、発展途上にあり時間の経過と共に障害の状況が変化すること、乳児期につい
ては通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと等から障害支援区分は設けられていない。
・
「介護給付費等の支給決定等について」
（平成 19 年３月 23 日障発 0323002 号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知）より
障害の種類や程度の把握のために、５領域 11 項目の調査（別表 P.18）を行った上で支給の要
否及び支給量を決定する。居宅介護のうち障害児に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の対
象者については、５領域 11 項目の調査を行った上で、障害者に係る通院等介助（身体介護を伴
う場合）の判断基準に準じ、日常生活において身体介護が必要な障害児であって、かつ、通院等
介助のサービス提供時において、
「歩行」
「移乗」
「移動」
「排尿」
「排便」について介助が必要と想
定されるか否かによって、判断する。
・神戸市での運用
利用者の意向を基に、
「日常生活の状況」聴き取り結果整理票及び標準支給量（
［表７／標準支給
量］
［表３／具体的サービス内容］
）
、概況調査結果等により、公平かつ適正なサービス量を個々ケ
ースで判断・支給決定する。
ただし［表８／標準支給量超過基準］で示す、食事、入浴、着替え、排泄、家事、社会生活上の
手続き等、日常生活において明らかに著しく支障をきたし、標準支給量では不都合がある場合は、
標準支給量を超えて、標準支給量の 1.5 倍までは、区の判断のみで支給決定出来ることとする。
なお、標準支給量×1.5 倍を超える場合は審査会に諮らなければならない。
〔表７／標準支給量〕
支給量の目安
家事援助
身体介護

あわせて 30 時間／月

〔表８／標準支給量超過基準〕
１

知的障害、精神障害で家事や社会生活を行ううえで、助言が必要な場合

２

施設からの退所、病院等医療機関からの退院直後で、一時的に多くの支給量が必要
な場合

３

時間を要するコミュニケーション支援が必要な場合（障害支援区分の認定調査項目
において、コミュニケーションが以下の、いずれかに認定されている）

「2．特定の者であればコミュニケーションできる」
「３．会話以外の方法でコミュニ
ケーションできる」
、
「４．独自の方法でコミュニケーションできる」
、
「５．コミュニ
ケーションできない」
４

ヘルパーに認められている医療的な介護（たんの吸引、経管栄養）や特段の専門的
は配慮をもって行う調理が必要な場合

５

体温調整や体位変換等のため、深夜帯（22 時～６時）介護が必要な場合

６

介護者が急な事故や疾病による場合や、やむを得ず施設入所が必要な場合、療養の
必要性が高い場合

７

１～６に該当せず福祉事務所長が特別に必要と認める場合
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<別表> 障害児の調査項目（５領域 11 項目）
項
①
②
③
④
⑤

目

食事

区

分

判

断

基

準

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害

・ほぼ毎日（週５

調査日前の１週間に週５日以上現れている場合又は調査

および精

日以上の）支援

日前の１か月間に５日以上現れている週が２週以上ある

神症状

や配慮等が必要

場合。

排せつ
入浴
移動

・週に１回以上の

調査日前の１か月間に毎週１回以上現れている場合又は

支援や配慮等が

調査日前の１か月間に２回以上現れている週が２週以上

必要

ある場合。
(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、
危険の認識に欠ける行動。
(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動（多飲水や
過飲水を含む。）。
(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、
器物を壊したりする行為。
(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下
する。
(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時
間がかかる。
(6) 他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等の
ため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこも
って何もしないでいる。
(7) 学習障害のため、読み書きが困難
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４．１回あたり利用可能時間数の決定について
身体介護及び家事援助の支給決定では、総支給量に加えて、１回当たりの利用可能時間数を決
定する必要がある。
原則として１回当たりの利用可能時間数は、身体介護４時間以内、家事援助２時間以内で決定
する。なお、サービスの利用内容により１回当たりの利用可能時間数が明らかに身体介護４時間、
家事援助２時間を超える場合は、実際にかかる時間数で決定してかまわない。また、事業者が１
回当たりにサービス提供する最長の時間数で決定する。
(例)

事業者が１か月あたり、身体介護で１時間のサービス５回、４時間のサービス１回を提供

する場合、１回あたりの利用可能時間数は４時間で支給決定。
（総支給量は９時間)

５．支給量審査基準
１）『身体介護・通院等介助・家事援助』共通原則
①

介護保険優先の原則
65 歳以上（特定疾病による場合は 40 歳以上）で、要介護（要支援）状態となったと
きは、要介護等認定を受け、介護保険の保険給付による保険給付を受けることができる。
自立支援給付については、障害者総合支援法第７条の他の法令による給付との調整関係に
基づき、規定により介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなる。
したがって、介護保険のサービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場
合には、基本的に障害福祉サービスを支給することはできない。ただし、介護保険の支給
限度基準の制約から、介護保険のサービスのみによって必要と認められる支援が受けられ
ない場合等に限り障害福祉サービスを支給することができる。
（要件等については P.20 の
「介護給付費等と介護保険との適用関係[神戸市の取扱い基準]H29.２.１～」を参照のこと。
なお、当該基準の「65 歳到達時点で障害者ではない場合の取り扱い」は旧基準（H20.
２.１～Ｈ29.１.31）を準用する。

②

生活保護法による介護扶助との関係
40 歳以上 65 歳未満の医療保険未加入者であって、特定疾病により要介護（要支援）
状態にある介護保険の被保険者以外の者は、生活保護制度における補足性の原理により、
介護給付費等が介護扶助に優先される。

③

２人派遣について
原則として、２人派遣は認めない。
２人派遣の希望がある場合は、厚生労働大臣が定める要件（平成 18 年９月 29 日厚生
労働省告示第 546 号）を満たすこと。
【参考：厚生労働省が定める要件】
２人の従業者により居宅介護、重度訪問介護又は行動援護を行うことについて利用
者の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合とする。
一

障害者等の身体的理由により１人の従業者による介護が困難と認められる場合

二 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
三 その他障害者等の状況から判断して、第１号又は前号に準ずると認められる場合
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（精神の方の２人派遣について）
原則として、２人派遣は認めない。ただし、派遣対象者の病状や配慮の必要な社会
行動の程度や，身のまわりのこと（パーソナルケア）に対する援助や働きかけの必要
度により，一定の期間２名の派遣について考慮して支給決定する。
（この場合、身体介
護２人ではなく、家事援助１人+身体介護１人の支給決定となる）

入浴
「入浴（障害支援区分２-３入浴）」に関して全面的な支援が必要とされており、要件を満たし
ている者については２人派遣を認めている。
２人派遣が必要となる時間帯については、概況調査票別紙により査定する。また、２人派遣を
認める時間数が次に掲げる時間数を超えようとするときは、１回の入浴に要する時間（浴室への
移動、衣服の着脱に要する時間を含むことができる）について具体的に聴き取るとともに、必要
に応じて挙証資料の提出を求める。
介護環境区分
障害支援区分

Ａ

Ｂ

Ｃ

左 記 時 間 か

左 記 時 間 か

ら 介 護 者 の

ら 介 護 者 の

で き る こ と

で き る こ と

を除く

を除く

両 上 肢 及 び両 下 肢 の 肢 体不自 由１ 級 で 「１ -９ 移
１日
最重度

動」・「２-１食事」
・「２-４排尿又は２-5 排便」・
「２
１時間半
-３入浴」の全てに全面的支援が必要
入浴に全面的な支援が必要で「１-９移動」・「２-１
１日

重

度

食事」・「２-４排尿又は２-５排便」のうち２項目以
１時間
上で全面的支援が必要

排泄、衣服の着脱、車いす等への移乗等
「車いす等への移乗(障害支援区分１-４移乗)」
、
「排泄（障害支援区分（２-４排尿又は２-５排
便）
」
、
「衣服の着脱（障害支援区分 1-10 衣服の着脱」のいずれにも全面的な支援が必要とされて
おり、一定の要件を満たしている者については２人派遣を認めている。
２人派遣が必要となる時間帯については、概況調査票により査定する。
また、２人派遣を認める時間数が次に掲げる時間数を超えようとするときは、２人介護を必要
とする時間（入浴の２人介護に要する時間を除く）について具体的に聴き取るとともに、必要に
応じて挙証資料の提出を求める。

介護環境区分
障害支援区分
Ａ
両上肢及び両下肢の肢体不自由１級で、｢１-４移

Ｂ

Ｃ

左記時間か
左記時間から

乗｣・
「１-９移動」
・
「２-１食事」
・
「２-４排尿又は

１日

ら介護者の

２-５排便」・
「２-３入浴」
・「１-10 衣服の着脱」

１時間半

できること

最重度

介護者のでき
ることを除く
の全てに全面的な支援が必要

を除く
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｢１-４移乗｣・
「２-４排尿又は２-５排便」
・
「１-10

左記時間か
左記時間から

衣服の着脱」の全てに全面的な支援が必要で、
「１

１日

ら介護者の

-９移動」
・
「２-１食事」
・
「２-３入浴」のうち２項

１時間

できること

重 度

介護者のでき
ることを除く
目以上で全面的支援が必要

を除く

屋外における移動
「移動（障害支援区分１-９移動）
」に関して全面的な支援が必要とされており、一定の要件を満
たしている者については、標準支給量の範囲内で２人派遣の支給決定ができるものとする。

２）身体介護【入浴、排泄、食事（摂食）等の介護】
◎「身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者等・障害児」共通
①定期的な通院時の介助について
原則として、通院等乗降介助、通院等介助（身体介護を伴う）
、通院等介助（身体介護を伴
わない）のいずれかで決定する。
ただし、通院等介助（身体介護を伴う）の前後において、居宅における外出に直接関係し
ない身体介護（例：入浴介助、食事介助など）に 30 分～１時間以上を要し、かつ当該身体
介護が中心である場合は、通算して「身体介護」で支給決定する。
（それぞれのサービス内容
は、Ｐ. 24 を参照）

②深夜帯（22 時～翌日６時）におけるサービス提供について
体位変換、体温調節、水分補給、排泄介助等の必要性や必要回数について、個別具体的に
審査する。
●身体：なお、ＡＬＳのため１時間ごとに吸引が必要等、次に掲げる回数を超える場合は、
その必要性や必要回数について具体的に聴き取るとともに、必要に応じて挙証資料の提出
を求め、健康福祉課内等で協議のうえ、係長会等における意見交換の対象とする。
介護環境区分
Ａ

障害支援区分

Ｂ

Ｃ

左記時間

左記時間

から介護

から介護

者のでき

者のでき

ることを

ることを

除く

除く

両上肢及び両下肢の肢体不自由１級で、
「１-９移動」・
「２-１食事」・「２-４排

１晩３回

尿又は２-５排便」
・
「２-３入浴」の全て

（１日１時間半）

最重度

に全面的支援が必要
入浴に全面的な支援が必要で「１-９移
重

動」
・「２-１食事」
・「２-４排尿又は２-

１晩２回

５排便」・
「２-３入浴」のうち３項目以

（１日１時間）

度

上で全面的支援が必要

●重度訪問介護：深夜帯において、近隣等で重度訪問介護の事業者が確保できない場合に
おいては、身体介護を併給できるものとする。

③重度訪問介護との関係について
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③重度訪問介護との関係について
原則として身体介護の併給を行わないものとする。
それが困難な場合には、支給期間を６ヶ月以内とするとともに、身体介護の支給量を段階
的に引き下げる等、できるだけ早い解消に努める。
しかしながら解消に至らない場合は、前後に重度訪問介護の予定がなく、他の重度訪問介
護の事業者を確保することが困難であることを確認のうえ、１派遣につき「30 分未満」又
は「30 分以上１時間未満」で審査する。
なお、深夜帯において、近隣等で重度訪問介護の事業者が確保できない場合においては、
身体介護を併給できるものとする（重度訪問介護と異なる事業者であること）
。

④１回の派遣で２時間を超える身体介護を希望する場合
まずは、重度訪問介護による支給決定が可能か否か検討する。

●「身体障害者・知的障害者・難病患者等」に共通の審査基準
医療サービスや医療的ケアを必要としている者について
訪問看護等の保健医療サービスを活用できないか健康福祉課内等で協議する。
なお、訪問診療や訪問看護等の保健医療サービスを利用している時間帯については、診療報
酬でまかなわれるので、当該時間について居宅介護の支給決定はできないので注意する。

●「障害児」の審査基準
保護者不在の時間帯の支給決定について
児童介護給付にあっては、日常生活を営むのに著しく支障がある障害児本人に着目して決定
するだけではなく、障害児の属する家庭を対象として、保護者がいる時間帯において不足する
部分の便宜を供与するものであるので、原則として保護者が不在の時間帯には支給決定できな
い。
なお、保護者の状況等を勘案した結果、保護者不在の時間帯における居宅介護を認めようと
するときは、その必要性や必要時間帯について具体的に聴き取るとともに、必要に応じて挙証
資料の提出を求め、健康福祉課内等で協議のうえ、係長会等における意見交換の対象とする。
但し、居宅介護等においてヘルパーが支援するのは障害児に対する具体的な身体介護等を行
うためであり、保護者の就労支援を行うためではないことには十分留意する必要がある。

３）
「通院等介助」の審査基準
◎「身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者等・障害児」共通
①通院等介助にかかる支給決定について
病院・診療所に通院するため、指定居宅事業者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の
介助を行うとともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院
先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、提供するサービスの内容、利用者の身
体状況により、１．通院等乗降介助、２．通院等介助（身体介護を伴う場合）
、３．通院等介助
（身体介護を伴わない場合）に分けて支給決定する（通院等介助は、ヘルパー自らの運転する
車両で移動する場合だけでなく、公共交通機関を利用した場合であっても対象）。
なお、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合についても通院等
介助の対象となる。
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また、相談のために指定相談支援事業所を訪れる場合及び相談の結果、見学のために紹介さ
れた指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も通院等介助のサービスに含まれる。
※官公署等内の介助も算定対象
ア

診療・治療室内（受診中）は、診療報酬により病院等職員が対応する時間帯になるので、

当該時間について介護給付の支給決定はできない。
イ

待ち時間に排泄介助や衣服の着脱介助が必要な方や多動等のため支援を必要とする方な

どに付き添って見守り的援助を行う場合には、介護者の状況等を勘案したうえで、当該時
間について支給決定できるものとする（単なる待ち時間は、サービス提供時間には含まれ
ない）
。
※

重度訪問介護の支給決定を受けている者に対する通院等介助は、重度訪問介護で支給決
定を行う。

②サービス内容
（１）通院等乗降介助

【別紙１参照（P. 26）】

決定基準：以下のいずれの要件も満たす場合に通院等乗降介助で決定する。
○自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うこと
○次のいずれかの介助等を行うこと
・乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助
・通院先での受診等の手続き、移動等の介助
※「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」
、「乗車前若しくは降車後の屋
内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」
とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。
（例えば、利用者の
日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について
歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象とな
るが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。
）
※移動等の介助又は受診等の手続きを行なわない場合には通院等乗降介助で決定
できない。
対 象 者：通院等介助(身体介護を伴う)の対象者、通院等介助(身体介護を伴わない)の対象者
いずれもが対象となる。
支給決定：支給決定は、○○回／月となる。

（２）通院等介助（身体介護を伴う場合）

【別紙２参照（P.26 ）】

決定基準：通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（20
分～30 分程度以上）を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合
対 象 者：障害支援区分が区分２以上である者で障害支援区分の認定調査項目において以下
の①～⑤の内、いずれか一つ以上に認定されている者
・障害支援区分
①「歩行」：
「４.全面的な支援が必要」
②「移乗」
：
「２.見守り等の支援が必要」
、
「３.部分的な支援が必要」
、
「４.全面的な支援が必要」
③「移動」
：
「２.見守り等の支援が必要」
、
「３.部分的な支援が必要」
、
「４.全面的な支援が必要」
④「排尿」：
「２.部分的な支援が必要」
、
「３.全面的な支援が必要」
⑤「排便」：
「２.部分的な支援が必要」
、
「３.全面的な支援が必要」
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※身体介護で支給決定する場合について

【別紙３参照（P. 27 ）
】

決定基準：
「通院等介助（身体介護を伴う）
」の前後において、居宅における外出に直接関係
しない身体介護（例：入浴介助、食事介助など）に 30 分～１時間以上を要し、か
つ当該身体介護が中心である場合は、通算して「身体介護」で支給決定する。
※身体介護を算定する場合には、ヘルパー自らの運転する車両を使用するか否か
は問わない
対 象 者：通院等介助（身体介護を伴う場合）の対象者。
※通院等介助（身体介護を伴わない場合）の対象者は対象とならない。
支給決定：①通院等介助（身体介護を伴う場合）○○時間／月と、②身体介護△△時間／月に
分けて行う。

（３）通院等介助（身体介護を伴わない場合）
決定基準：
「通院等介助（身体介護を伴う）」の対象者の基準に該当しない者で、通院等乗降
介助の算定要件に当てはまらない場合には、通院等介助（身体介護を伴わない場合）
で支給決定する。
対象者：
「通院等介助（身体介護を伴う）
」の対象者の基準に該当しない者
支給決定：①通院等介助（身体介護を伴わない場合）○○時間／月

３．通院等介助で支給決定できない場合
ａ「通院等のため」とは、
「身体介護が中心である場合」としての通院等の介助と同じである。
サービスの行為について、
「自ら運転する車両への乗車又は降車の介助」
、
「乗車前若しくは降
車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」と
は、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。
また、「自ら運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の
屋内外における移動等の介助」を行うか、又は「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」
を行う場合に支給決定できるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わ
ない場合には支給決定の対象とはならない。

ｂ「通院等のための乗車又は降車の介助」は、
「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」
、
「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、
移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細か
く区分し、
「通院等のための乗車又は降車の介助」又は「身体介護が中心である場合」として
支給決定できない。
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４．２人派遣が必要な場合
通院等のための乗車又は降車の介助を行う際に、利用者等の状況により、２人のヘルパーに
よるサービス提供が必要と考えられる場合は、下記の国の通知等を参考に、健康福祉課内等で
協議のうえ、通院等乗降介助又は通院等介助で支給決定してください。
【参考：厚生労働省が定める要件】
２人の従業者により居宅介護、重度訪問介護又は行動援護を行うことについて利用者の
同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合とする。
一

障害者等の身体的理由により１人の従業者による介護が困難と認められる場合

二

暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

三

その他障害者等の状況から判断して、第１号又は前号に準ずると認められる場合

５．障害児における通院等介助（身体介護を伴う）の支給決定について
障害児については障害支援区分の認定が行われないため、通院等介助（身体介護を伴う）の
対象者かどうかの判断は以下の国Ｑ＆Ａのとおり行ってください。

【障害者自立支援法関連Ｑ＆Ａ（平成 18 年９月 13 日）
】
Ｑ

通院等介助（身体介護を伴う場合）の対象者であるかどうかについて、障害児について
はどのように判断すればよいか。

Ａ

障害児に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の対象者については、

(1) ５領域 11 項目の調査（P.

参照）を行った上で、

(2) 障害者に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の判断基準に準じ、
(3) 日常生活において身体介護が必要な障害児であって、かつ、通院等介助のサービス提
供時において、
「歩行」「移乗」
「移動」
「排尿」「排便」について介助が必要と想定され
るかどうかによって、判断することとする。

６．複数の移動先の取扱いについて
（ア）

「通院等乗降介助」の場合は、１つの移動先への移動を１回の介助とし算定する。

【別紙４参照（P. 27）】
（イ）

「通院等介助（身体介護を伴う場合）
」
、「通院等介助（身体介護を伴わない場合）
」
、
「居宅における身体介護」を算定する場合は、居宅（始点）から居宅（終点）の間を
１回の介助とし、その間で算定対象となる時間を通算して算定する。

【別紙５参照（P. 28）】
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26
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要
通院等乗降

自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行う

介助

次のいずれかの介助等を行う

件

・乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助
・通院先での受診等の手続き、移動等の介助
通院等介助

通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（20 分～

（身体介護

30 分程度以上）を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合

あり）

障害支援区分が区分２以上である者で障害支援区分の認定調査項目において以下の①～
⑤の内、いずれか一つ以上に認定されている者
＜障害支援区分＞
①「歩行」
：
「４.全面的な支援が必要」
②「移乗」
：
「２.見守り等の支援が必要」
、
「３.部分的な支援が必要」
、
「４.全面的な支援が必要」
③「移動」
：
「２.見守り等の支援が必要」
、
「３.部分的な支援が必要」
、
「４.全面的な支援が必要」
④「排尿」
：
「２.部分的な支援が必要」
、
「３.全面的な支援が必要」
⑤「排便」
：
「２.部分的な支援が必要」
、
「３.全面的な支援が必要」

通院等介助

通院等介助（身体介護あり）の対象者の基準に該当せず

（身体介護

通院等乗降介助の算定要件に当てはまらない

なし）
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４）家事援助【調理、洗濯、掃除等の家事の援助】
①重度訪問介護との併給関係
重度訪問介護の支給決定を受けるときは、家事援助の併給ができないものとする。
ただし、重度訪問介護の事業者に応諾義務があることを勘案しながら、前後に重度訪問介護
の予定がなく、他の重度訪問介護の事業者を確保することが困難な場合には、１派遣につき「30
分以上１時間未満」で審査する。

②重度訪問介護で支給決定できない場合の特例
本来、全身性障害者で重度訪問介護の対象である場合に家事援助を希望されたとしても支給
決定をすることはできないが、やむを得ない事由があると認める場合には、家事援助で支給決
定できるものとする。

◎「身体障害者・知的障害者・難病患者等・障害児」共通
重篤な行動障害を有する者（全身性障害者を除く）について、見守り的な支援の必要性を
認めようとするときは、健康福祉課内等で協議のうえ、係長会等における意見交換の対象と
してください。

●「障害児」の審査基準
保護者不在の時間帯の支給決定について
児童居宅介護にあっては、日常生活を営むのに著しく支障がある障害児本人に着目するだ
けではなく、障害児の属する家庭を対象として、保護者がいる時間帯において不足する部分
の便宜を供与するものであるので、原則として保護者が不在の時間帯には支給決定できない。
なお、保護者の状況等を勘案した結果、保護者不在の時間帯における居宅介護を認めよう
とするときは、その必要性や必要時間帯について具体的に聴き取るとともに、必要に応じて
挙証資料の提出を求める。

29

２ 重度訪問介護

１．サービス内容
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関す
る相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出（通勤・営業活動等の経済活動に係る外
出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く）時における移動中の介護、
見守り等を総合的に行う。
※重度訪問介護の宿泊を伴う利用については P.39 （令和元年 11 月 1 日付保障支第 4165 号
「重度訪問介護の利用について」神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課長通知）を参照。

２．対象者
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障
害者であって、常時介護を要する者。
具体的には障害支援区分４以上の者（比較的重度の障害者）であって、次のア)、イ)のいずれか
に該当する者
ア）二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」
「移乗」
「 排 尿 」「 排 便 」 の い ず れ も が 「 支 援 が 不 要 」 以 外 に 認 定 さ れ て い る も の
※両手、両足の四肢の内の二肢以上であり、組み合わせは問わない。

イ）障害支援区分の行動関連項目の合計点数が 10 点以上である者
※15 歳以上の児童で、児童福祉法 63 条の４の規定により児童相談所長が重度訪問介護を利用
することが適当であると認め、福祉事務所長に通知した場合、障害者とみなし、障害者の手
続きに沿って支給の要否を決定する。

３．行動障害を有する者（障害支援区分４以上かつイ））への支援の流れ
相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセス
メント（※）や居宅内環境調整等を行いつつ、居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、
サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、支援方法等が共有された段階
で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。
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※行動障害を有する者への支援について詳細は P.
度訪問介護

40 （平成 26 年４月１日保障支第 1033 号「重

行動障害を有する方への支援」神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課長通知）を

参照してください。

４．標準支給量
利用者の意向を基に、障害支援区分に基づく標準支給量（［表５／標準支給量］
）、概況調査票、
利用調整結果等を踏まえ、公平かつ適正なサービス量を個々のケースで判断・支給決定する。
なお標準支給量を基準として、それを超える場合は、障害支援区分の見直しや、介護保険の認
定を受けている場合は介護認定の見直しを検討する。ただし［表６／標準支給量超過基準］で示
す、食事、入浴、着替え、排泄、家事、社会生活上の手続き等、日常生活において明らかに著し
く支障をきたし、標準支給量では不都合がある場合は、標準支給量を超えて、標準支給量の 1.5
倍までは、区の裁量のみで支給決定出来ることとする。また医療的ケアを伴う常時介護が必要な
場合で要件を満たす場合は、「医療的ケアを伴い常時介護が必要な重度障害者の特別基準」を適
用する（詳細は「５．医療的ケアを伴い常時介護が必要な重度障害者の特別基準」を参照。
なお、標準支給量×1.5 倍を超える場合は審査会に諮らなければならない。ただし、移動介護
加算時間は、標準支給量×1.5 倍を超える場合であっても審査会への諮問は要しない。
［表５／標準支給量］
介護環境区分

Ａ

Ｂ
Ｃ

日常生活
全般

（単位：時間／月）

区分６-１

区分６-２

区分４

区分５

124（50）

155（50）

186（50）

279（50）

100（50）

124（50）

149（50）

224（50）

（8.5%加算対象者） （15%加算対象者）

※（ ）は移動介護加算で、総支給量の内数

〔表６／標準支給量超過基準〕
１ 知的障害及び精神障害で家事や社会生活を行ううえで、助言が必要な場合
２ 施設からの退所、病院等医療機関からの退院直後で、一時的に多くの支給量が必要
な場合
３ 時間を要するコミュニケーション支援が必要な場合（支援区分の認定調査項目にお
いて、コミュニケーションが以下の、いずれかに認定されている）
「2．特定の者であればコミュニケーションできる」
「３．会話以外の方法でコミュ
ニケーションできる」
、
「４．独自の方法でコミュニケーションできる」
、
「５．コミ
ュニケーションできない」
４ ヘルパーに認められている医療的な介護（たんの吸引、経管栄養）や特段の専門的
は配慮をもって行う調理が必要な場合
５ 体温調整や体位変換等のため、深夜帯（22 時～６時）介護が必要な場合
６ 介護者が急な事故や疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療養の必
要性が高い場合
７ １～６に該当せず福祉事務所長が特別に必要と認める場合

31

※区分６に該当する者については必ず 8.5％加算または 15％加算のいずれかの加算がつくため、支給決定
の際にはシステムにおいて加算のチェックボックスへのチェックを忘れないこと。
【区分６-１(8.5％加算対象者)、区分 6-2(15％加算対象者)の判定について】

区分６-１(8.5％加算対象者)の対象者
・障害支援区分６に該当する者で、15％加算対象者の要件に該当しない者。
区分 6-2(15％加算対象者)の対象者
・重度障害者等包括支援対象者の要件に該当する者。
⇒障害支援区分が区分６（障害児にあっては区分６に相当する心身の状態）に該当する者の
うち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下の①または②のいずれかに該当する
者
①重度訪問介護の対象となる重度の肢体不自由者に相当する支援の度合にある者であっ
て、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のア)または
イ)のいずれかに該当する者
ア)人工呼吸器による呼吸管理を行なっている身体障害者（21 年４月から気管切開
を伴わないバイパップ（鼻マスク）使用者へ対象拡大）
イ)最重度知的障害者
②障害支援区分の認定調査項目のうち 12 項目の調査等（別添「行動援護及び重度障害
者等包括支援の判定基準表」
）の合計点数が 10 点以上である者

５．医療的ケアを伴い常時介護が必要な重度障害者の特別基準
医療的ケアを伴う比較的長時間の介護（介護の事態に対応するための見守りを含む）を必要とす
る者の居宅における重度訪問介護については、標準支給量にかかわらず、次の特別基準を適用する
ことができる。
なお特別基準を超える支給量を算定しようとするときは、障害者支援課に協議のうえ、非定型審
査会の意見を聴くものとする。
（１）対象者の要件
重度障害者等包括支援対象者要件に該当する者で、次の１、２のいずれにも該当する者、又
は３に該当する者。
１

ALS・筋ジストロフィー等の全身性障害者

２

居宅で人工呼吸器等生命に直接関わる医療器具を装着し、吸引等が必要な状態にある者

３

１、２に準ずる者

※１日あたり 11 時間から 20 時間の範囲内（移動介護含む）とし、次の表のとおり支援の必
要に応じて３区分に設定する。
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介護環境

支援の必要度（状態像）

指

常に人工呼吸器等を装着し、吸引が常時必

数

支給時間

支給時間内で深夜帯

（日単位）

A、B

620 時間

20 時間

C

527 時間

17 時間

A、B

496 時間

16 時間

１晩３回
（１日４時間半）

要な状態であり、一人で過ごせる時間が１
時間未満の状態。
人工呼吸器等を装着し、吸引が 1 日のうち

人工呼吸器等を装着し、吸引も必要だが 1

C

403 時間

13 時間

A、B

341 時間

11 時間

日のうち数回行えばよい状態で、２時間程
C

度は一人で過ごせる状態

提供時間
支給時間内で配分

数回以上必要な状態で、一人で過ごせる時
間が２時間未満の状態。

（22 時～翌日６時）

（月単位）

248 時間

8 時間

１晩２回
（１日３時間）

（２）特別基準の設定方法
在宅生活が可能か否かの判断及び居宅生活に関する留意事項の意見並びに、上記状態像のい
ずれに該当するのか、主治医の意見書（意見書取得費用は本人負担）の提出を求める。

６．重度訪問介護における移動中介護加算の時間数の決定について
重度訪問介護では、総支給量の支給決定のほか、移動中介護加算の時間数を決定する必要がある。
重度訪問介護において移動中の介護を実施した場合は、移動介護の実施時間数に応じて加算があ
るので、重度訪問介護中に移動介護が必要な方については、特段の申し出がない場合、50 時間を
移動介護加算として支給決定する。
なお、50 時間を標準支給量として定めるが、外出時間については各個人の状況によって異なる
ため、この時間に縛られることなく外出全般について概況調査票等により必要な時間数を算定の上、
決定する。
ただし、重度訪問介護は外出のみのサービス提供ではないため、原則として総支給量と同時間の
移動介護加算は認めない。
※移動支援との併給については、非日常的又は余暇活動的な外出については、移動支援の利用も可能とする。
（基本は、重度訪問介護で移動介護も行う）
※行動援護との併給関係については、P.
障害を有する方への支援

（平成 26 年４月１日保障支第 1033 号「重度訪問介護

行動

留意点」神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課長通知）を参照。

※入院中の外出・外泊のための移動介護の利用は可能です。P. 44 （平成 28 年６月 28 日障障発 0628 第
１号（国通知）「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」
）を参照。

７．支給量審査基準
①

介護保険対象者の取扱い
取扱いについては、
『身体介護・通院等介助・家事援助』共通原則の項（P.

②

19）参照

２人派遣について
取扱いについては、
『身体介護・通院等介助・家事援助』共通原則の項（P. 19 ）参照
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入浴
「２-３入浴」に関して全面的な支援が必要とされており、要件を満たしている者については２
人派遣を認めている。
２人派遣が必要となる時間帯については、概況調査票別紙により査定する。また、２人派遣を認
める時間数が次に掲げる時間数を超えようとするときは、１回の入浴に要する時間（浴室への移動、
衣服の着脱に要する時間を含むことができる）について具体的に聴き取るとともに、必要に応じて
挙証資料の提出を求める。

介護環境区分
障害支援区分
Ａ
入浴に全面的な支援が必要で、「１-９移動」・「２-１食

Ｂ

Ｃ

左記時間から

左記時間から

介護者のでき

介護者のでき

ることを除く

ることを除く

１日

事」
・
「２-４排尿又は２-５排便」のうち２項目以上で全
１時間半

面的支援が必要

排泄、衣服の着脱、車いす等への移乗等
「車いす等への移乗(障害支援区分 1-4 移乗)」
、
「排泄(障害支援区分 2-4 排尿又は 2-5 排便)」
、
「衣服の着脱（障害支援区分 1-10 衣服の着脱)）
」のいずれにも全面的な支援が必要とされており、
一定の要件を満たしている者については２人派遣を認めている。
２人派遣が必要となる時間帯については、概況調査票により査定する。
また、２人派遣を認める時間数が次に掲げる時間数を超えようとするときは、２人介護を必要と
する時間（入浴の２人介護に要する時間を除く）について具体的に聴き取るとともに、必要に応じ
て挙証資料の提出を求めてください。
介護環境区分
障害支援区分
Ａ

Ｂ

Ｃ

左記時間か

左記時間か

ら介護者の

ら介護者の

できること

できること

を除く

を除く

両上肢及び両下肢の肢体不自由１級で、｢1-4 移乗｣・
「1-9
１日
最重度

移動」
・「2-1 食事」
・
「2-4 排尿又は 2-5 排便」
・「2-3 入
４時間半

浴」
・「1-10 衣服の着脱」の全てに全面的な支援が必要
｢1-4 移乗｣・
「2-4 排尿又は 2-5 排便」
・
「１-10 衣服の着
１日

重度

脱」の全てに全面的な支援が必要で、「1-9 移動」
・
「2-1
３時間

食事」
・「2-3 入浴」のうち２項目以上で全面的支援が必要

屋外における移動
「移動（障害支援区分 1-9 移動、障害程度区分 2-7 移動）
」に関して全面的な支援が必要とさ
れており、一定の要件を満たしている者については、標準支給量の範囲内で２人派遣の支給決定が
できるものとする。
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介護環境区分
障害支援区分
Ａ

B

C

左記時間か

左記時間か

ら介護者の

ら介護者の

できること

できること

を除く

を除く

両上肢及び両下肢の肢体不自由１級で、
「1-4 移乗｣・
「1-9
最重度

移動」
・「2-1 食事」
・
「2-4 排尿又は 2-5 排便」・
「2-3 入
浴」・
「1-10 衣服の着脱」の全てに全面的な支援が必要

１日
４時間半

｢１-４移乗｣・
「２-４排尿又は 2-5 排便」
・１-10「衣服の
着脱」の全てに全面的な支援が必要で、
「１-９移動」
・
「２-

１日

１食事摂取」
・
「２-３入浴」のうち２項目以上で全面的支援

３時間

重度
が必要

③

他のサービスとの併給関係
ａ

身体介護及び家事援助との併給関係
重度訪問介護では、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評
価して設定しており、身体介護及び家事援助の支給決定は行わない。
例外的な取扱いについては、身体介護及び家事援助の項を参照。
なお、日常生活全般に長時間の支援を要する障害支援区分４以上の障害者であっても、
例えば食事や入浴の時間帯には身体介護を、それ以外の時間帯に家事援助のサービスを希
望する者については、身体介護と家事援助により支給決定することができる。

ｂ

通所施設との併給関係
通所による施設支援を受けることとなっている時間帯（デイサービスや小規模作業所等

の他の社会資源を活用する日中活動の時間帯も同じ）については、重度訪問介護の利用計
画を組み込むことができない。

ｃ

訪問看護等との併給関係
訪問診療や訪問看護等の保健医療サービスを利用している時間帯については、診療報酬
でまかなわれるので、当該時間について居宅介護の支給決定はできない。

ｄ

行動援護との併給関係
P.
の支援

④

（平成 26 年４月１日保障支第 1033 号「重度訪問介護

行動障害を有する方へ

留意点」神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課長通知）を参照してください。

深夜帯（22 時～翌日６時）におけるサービス提供
体位変換、体温調節、水分補給､排泄介助等の必要性や必要回数について、個別具体的に審
査するものとする。
なお、次に掲げる回数を超えようとする場合には、１時間ごとに体位変換が必要など、その
必要性や必要回数について具体的に聴き取るとともに、必要に応じて挙証資料の提出を求める。
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介護環境区分
障害支援区分
Ａ

B

C

左記時間か

左記時間か

ら介護者の

ら介護者の

できること

できること

を除く

を除く

両上肢及び両下肢の肢体不自由１級で、
「1-9
１晩３回
移動」・
「2-1 食事」
・「2-4 排尿又は 2-5 排

最重度

（１日４時間半）

便」
・
「2-3 入浴」の全てに全面的支援が必要
入浴に全面的な支援が必要で、「1-9 移動」
・
「2-1 食事」・
「2-4 排尿又は 2-5 排便」
・

１晩２回

「2-3 入浴」のうち 3 項目以上で全面的支援

（１日３時間）

重度
が必要

⑤病院等における重度訪問介護の利用（平成 30 年４月１日より）
対象者：日常的に重度訪問介護を利用している支援区分６の者
支援内容：
・意思疎通に対する見守り。
・利用者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）について、医療従事者などに的確に
伝達し、適切な対応につなげる。
・ 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本人に合った環境や生活習慣を医
療従事者に伝達し、病室等の環境調整や対応の改善につなげる。
支給量：
（１）入院から 90 日まで
入院するに当たり在宅時の利用と分けて支給決定をする必要はない（支給決定は行わな
い）。
なお在宅時の利用から支給量を増やす申請があった場合は、入院中に必要な支援は、基
本的には病院等の職員により行われるもので あることから、入院前の在宅時より支給量を
増やす必要性について慎重に検討する。
（２）入院が 90 日を越える場合
入院先の病院等の職員が、当該利用者とのコミュニケーションの技術の習得に時間を要し、
障害者の状態等によっては、90 日を超えて支援を要することも考えられることから、利用
者や重度訪問介護事業所等から支援状況の聞き取りを行うなどして、必要に応じて、90 日
を超える利用を認めることも差し支えない。
ただし、重度訪問介護従業者による支援が、病院等において行われるべき支援を代替する
ことにならないよう、支援 内容や病院等との連携状況等については、十分に把握した上で判
断する必要がある。

⑥

他のサービス利用の検討
ａ

平日の日中活動は、長いライフステージの中で重要な役割があり、通所系サービスにつ
いて案内する。閉じこもりがちな者や現状への諦めの強い者等については、現在日中活
動をしていない理由、生活介護等を利用できない理由は何か具体的に聴き取るとともに、
心身の状況により日中活動が困難であると認められるときは、必要に応じて挙証資料の

36

提出を求める。なお、日中活動の時間帯（おおむね 10 時～15 時）について、週５日
（土日を含む）以上の居宅介護の支給決定を受けようとするときは、健康福祉課内等で
協議のうえ、係長会等における意見交換の対象とする。
ｂ

医療サービスや医療的ケアを必要としている者については、訪問看護等の保健医療サー
ビスを活用できないか健康福祉課内等で協議する。
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保 障 支 4165 号
令 和 元 年 11 月 1 日

各区保健福祉部健康福祉課長

様

須磨区北須磨支所保健福祉課長 様
北神区保健福祉課長

様

こども家庭センター所長
精神保健福祉センター所長

様
様

各区障害者地域生活支援センター長

様
保健福祉局障害福祉部障害者支援課長

重度訪問介護の利用について

平素は、障害福祉サービス制度の円滑な実施にご尽力賜り、ありがとうございます。
見出しの件について、平成 25 年 6 月 12 日付保障支第 1160 号にて重度訪問介護の宿泊利用

についての運用基準を定めておりましたが、運用基準を改めましたので、今後の支給決定の
際には、下記の通り取り扱いいただきますようお願いします。
記

１．重度訪問介護の宿泊利用について
下記のいずれの条件も満たすものについて、宿泊先（施設内）での重度訪問介護の利用も可能
とする
① 支給決定時間の範囲内
② 社会通念上適当であると認められる外出

２．その他
・宿泊先（施設内）において重度訪問介護を算定できる時間は食事介助や入浴介助等、具体的
な介助の発生している時間とする
・外出時における移動中の介護については、障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び
食事等の介護その他の障害者等の外出時に必要な援助を行うものとする
・重度訪問介護以外のホームヘルプサービスについては、従前通りの取り扱いとする
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（平成 26 年 4 月 1 日保障支第 1033 号保神戸市健福祉局障害福祉部障害者支援課長通知）

重度訪問介護
１

行動障害を有する方への支援

重度訪問介護利用に向けた調整開始適否の判断
区福祉事務所へ利用者からの相談や申出があった場合、下記の確認・検討項目等を本人や家族

等への聞取り等で確認し、重度訪問介護の対象となりうるかどうか及び、重度訪問介護利用に向
けた調整を開始するかどうかを判断する。
確認・検討事項
・必要なサービスの種類・内容・時間数・時間帯（週間計画表にまとめることが望ましい）
・上記の理由（行動障害や介護者の状態など）
・見守りの必要性の有無とその理由
・障害支援（程度）区分調査での行動関連項目の内容
・今後の予定

（１）介護で見守りの必要がない場合など短時間に集中して行う介護が適している場合
①すでに居宅介護を利用している場合
居宅介護の継続利用や支給量変更等で対応する。支給量により非定型審査会に諮る。
②居宅介護の利用がない場合
居宅介護等のサービスを追加した計画案提出後、必要なサービスの支給決定
（２）重度訪問介護の利用が適していると思われる場合
→２以降の手続きへ
※判断が難しい場合は、障害者支援課へ相談してください。
２

障害福祉サービス（行動援護・居宅介護等）の利用・変更

（１）計画案の作成及びモニタリング期間の設定（変更）
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成。
この際、重度訪問介護のアセスメントを行うことを見越し、行動援護の利用がない場合は
サービス追加を検討する。
（指定特定相談支援事業者は行動援護事業者の調整を行う。調整
が困難な場合は、区の福祉事務所に協議し、他の障害福祉サービス事業者でのアセスメン
トを想定した計画案を作成する。）
また、モニタリング期間の設定又は変更を行う。
※計画相談支援のモニタリング月は、必ずアセスメントの終了月に合わせる。
（居宅介護を現
に利用しており、サービスの支給量変更がない場合も、モニタリング月の変更を行う）
※アセスメント事業者の選定
地域内の行動援護事業者又はその他の障害福祉サービス事業所（※）
※指定特定相談事業者が区と協議のうえ下記の事業者に依頼する。
①居宅介護、短期入所、GH、施設入所、日中活動系→アセスメント可能
②移動支援、同行援護→①で調整がつかない場合のみ可
（アセスメントは、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に２年以上の
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従事経験を有する者が行うことが望ましい。
）
（２）支給決定
区は計画案をもとに障害福祉サービスの支給決定を行う。
（３）サービス担当者会議、サービス等利用計画の作成
サービス担当者会では、今回決定するサービスが一時的なもの（行動援護の居宅内介護に
あっては暫定支給）であり、重度訪問介護による支援を検討していること、アセスメント
を行うこと及び支援方法等を共有する。また、アセスメントの依頼等を行う。
３

モニタリング及びサービス担当者会議の開催
モニタリングに各事業者が招集される際に、合せてサービス担当者会議をその前後で開催する。

サービス担当者会では、アセスメントの提出とサービス提供事業者間での支援方法の共有を行う。
４

計画案の作成（２回目）
下記の各項目を考慮し、サービス等利用計画案の作成を行う
・モニタリングでの本人の希望、状況確認
・サービス担当者会での情報共有、サービス提供事業者よりの専門的見地からの意見
・アセスメント票

５

支給決定

→重度訪問介護の利用
→居宅介護等他のサービスの利用
６

サービス担当者会議
計画案と支給決定内容に変更がなく、かつ改めて各サービス担当者へ連絡した結果、事業所か

らの専門的見地からの意見聴取内容や事業所調整に大きな変更がない場合は、その旨を書面で添
付又は計画へ記入することでサービス担当者会議を実施したものとする。
７

サービス等利用計画の作成（２回目）

※上記の手続きを行う際には、指定特定相談支援事業者と連絡を密にし、かつ必要が認められる
場合においては、サービス担当者会議に、区の担当者も参加することが望ましい。
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（平成 26 年 4 月 1 日保障支第 1033 号神戸市保健福祉局障害福祉部障害者支援課長通知）

重度訪問介護行動障害のある方に対する支援
１

留意点

行動援護の支給決定について

（１）すでに居宅介護の提供を行っている場合、同業者がアセスメントを行うための行動援護の
居宅内サービス提供については、すでに居宅内でサービス提供を行っており、アセスメン
トを行う上で支障がないため不可とする。
（２）アセスメントのために行動援護を居宅内で利用する時間数については、標準支給量の５０
時間を超えて支給決定が可能。ただし、移動に係る時間はたとえアセスメントのためであ
っても５０時間以内とする。
（３）行動援護アセスメントのサービス提供標準期間
標準期間：３ヵ月（アセスメントの実施は２カ月とするが、計画変更にかかる期間
を考慮し、支給決定は３ヵ月とする）
標準時間：２時間／回×２回／日×２日／週
※標準期間を延長する場合は、計画案で変更を行う。
２

アセスメントのための行動援護（居宅内支援・外出支援）と他のサービスの併給関係

（１）行動援護（居宅内支援）と居宅介護を併給する場合、標準時間は合計して考慮する。
（２）行動援護（外出支援）は他の移動系サービス（移動支援、同行援護）と併せて考慮する。
（合計５０時間以内）
３

居宅介護を暫定的に支給する際の非定型審査会について
支給決定にあたっては標準支給量をもとに１．５倍以内の支給を基本とすること。重度訪問
介護での支給決定が見込まれている場合、居宅介護はあくまで一時的な支給であるため、標準
支給量を超えても非定型審査会に諮らず、障害者支援課への協議のみ必要とする。
アセスメントを参考に、重度訪問介護の利用を含まない計画案が提出された場合には、速や
かに支給量の再検討を行い、なお標準支給量の１．５倍を超える場合には非定型審査会に諮る
ものとする。
（重度訪問介護に移行し、重度訪問介護の標準支給量の１．５倍を超える場合にも、速やか
に非定型審査会に諮る。
）

４

重度訪問介護との併給関係について

（１）移動系サービス（移動支援、行動援護、同行援護）との併給
重度訪問介護は移動に関しても移動中介護加算で支援を行うことが基本であるが、事業者が
見つからない等重度訪問介護でのサービス提供が困難な場合は、行動援護、または移動支援と
の併給が可能。ただし、社会生活上必要不可欠な外出（通院・理美容等）は重度訪問介護の利
用が優先となります。（社会参加・余暇部分は他のサービス利用可能。
）
また、併給可能なサービスは基本的には行動援護を優先するが、事業者が見つからない等
の場合は移動支援の併給も可能。
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行動援護・移動支援両方との併給はできないが、これまで行動援護、移動支援の併給を受け
ており、すぐに事業者が見つからない場合等は個別に検討を行う。
（２）居宅介護ないしはアセスメントのための行動援護による居宅内支援との併給
原則として、重度訪問介護と居宅介護ないしはアセスメントのための行動援護による居宅内
支援との併給は行わないものとする。深夜帯において、近隣等で重度訪問介護の事業者が確保
できない場合等においては、身体介護を併給できるものとする（重度訪問介護と異なる事業者
であること）。なお、居宅介護ではなく行動援護を利用できるのは、再アセスメントの予定が
ある場合のみとする。
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（平成 28 年６月 28 日障障発 0628 第 1 号国通知）

入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて
同行援護、行動援護及び重度訪問介護 （以下「同行援護等」という。）は、利用者の外出
時における移動の援護等を提供するものとされている。
医療機関に入院した障害者等が、外出及び外泊時において同行援護等を利用することについて
は、入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、１泊以上の外泊のため医療
機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護
等を利用することができる。
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平成 29 年 2 月 1 日
保健福祉局長決定

障害者総合支援法に基づく介護給付費等と介護保険との適用関係
（神戸市の取扱い基準）
１．考え方
（１）障害者総合支援法における給付調整規定
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（平成 17 年法律第 123 号）
（以下「法」という。）における介護給付費等の支給については、障害者（法第４条第１項
に規定する障害者をいう。以下、同じ）が６５歳に到達する等して介護保険法（平成９年
法律第 123 号）の規定による保険給付等を受けることができるようになった場合、法第７
条の「他の法令による給付との調整規定」に基づき、介護保険法の規定による保険給付等
が優先される。
（２）この取り扱い基準の考え方
障害福祉サービスの利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅介護サービス費等区分支
給限度額の範囲内では、利用可能なサービス量が減少することが考えられる。しかし、介
護保険制度適用前に必要とされていたサービス量が、介護保険制度適用前後で大きく変化
することは一般的には考えにくいことから、利用可能なサービス量が介護保険制度に基づ
き支援を受ける前後で大きく変化することがないよう、介護保険制度に基づく保険給付（介
護給付、予防給付、市町村特別給付）及び地域支援事業（１号事業）の利用によって支援
を受けることが可能か否かについて、介護保険担当課や当該障害者の居宅介護支援を行う
居宅介護支援事業者等とも連携して把握のうえ、支給要否及び支給量を判断し決定するこ
ととする。

２．障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給について
（１）６５歳到達時点で障害者である場合の取り扱い
６５歳到達時点（第 2 号被保険者の場合は特定疾病に基づき要介護状態になった時点）
で障害者（身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者）の場合は、以下の要件を満
たしたうえで、福祉事務所長が必要と認める場合には法に基づく居宅介護又は重度訪問介
護の支給決定を行う。
【要 件】
●介護保険の居宅介護サービス費等区分支給限度額までサービスを利用すること（介護保
険の要介護認定結果が非該当である場合を除く）
●介護保険の居宅サービス計画及び同別表を提出すること（介護保険の要介護認定結果が
非該当である場合を除く）
●介護保険の要介護認定結果が非該当である場合は「要介護認定・要支援認定等結果通知
書」等の非該当であることを証する書類を提出すること
【支給量】
（法に基づき決定すべき居宅介護等の支給時間数）－（介護保険制度に基づき給
付（利用）される予定の訪問介護の時間数）＝居宅介護又は重度訪問介護の支給決定時間
但し、要支援認定を受けた者が通院等介助（最大 20 時間/月）のみの利用を希望する場合
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には、以下を要件として、通院等介助の利用を可能とする。
【要件】
●要支援１・２
●原則として、介護保険の訪問介護を利用すること
●介護保険の居宅サービス計画及び同別表を提出すること
【支給量】
原則として、最大 20 時間／月を限度とする。
（２）６５歳到達時点で障害者でない場合の取り扱い
６５歳到達時点で障害者（身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者）ではない
が、この基準の適用を受けるために申請を行なった時点で障害者である場合は、以下の通
りとする。
ア．申請者が要介護認定を受けている場合
①居宅介護又は重度訪問介護を上乗せ支給できる場合
以下の要件を満たしたうえで、福祉事務所長が必要と認める場合、居宅介護又は重度訪
問介護の支給決定を行う。
【要 件】
●身体障害者手帳：上肢２級以上かつ下肢２級以上又は体幹障害２級以上で総合等級１級
または、脳原性による上肢機能２級以上かつ移動機能２級以上で、総合等級１級
●要介護認定４以上
●介護保険の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額までサービスを利用すること
●介護保険の利用サービスのうち５０％以上、訪問介護を利用すること
●介護保険の居宅サービス計画及び同別表を提出すること
【支給量】
（法に基づき決定すべき居宅介護等の支給時間数）－（介護保険制度に基づき給付（利用）
される予定の訪問介護の時間数）＝居宅介護又は重度訪問介護の支給決定時間
②通院等介助のみを上乗せ支給できる場合
以下の要件を満たしたうえで福祉事務所長が必要と認める場合、通院等介助の支給決定
を行う。但し、最大 20 時間／月を限度とする。
【要 件】
●身体障害者手帳：腎臓機能障害１級に加え、
上肢３級以上かつ下肢または体幹障害３級以上で、総合等級 1 級
または、脳原性の上肢機能 3 級以上かつ移動機能 3 級以上で、総合等級 1 級
●要介護認定３以上
●人工透析のため定期的な通院の必要があること
●介護保険の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額までサービスを利用すること
●介護保険の利用サービスのうち５０％以上、訪問介護を利用すること
●介護保険の居宅サービス計画及び同別表を提出すること
【支給量】
（法に基づき決定すべき通院等介助に要する時間数）－（介護保険制度に基づき給付され
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る予定の通院等介助の時間数）＝通院等介助の支給決定時間（最大 20 時間／月まで）
イ．申請者が要支援認定を受けている場合
①通院等介助のみを上乗せ支給できる場合
以下の要件を満たしたうえで福祉事務所長が必要と認める場合、通院等介助を支給可能
とする。但し、最大 20 時間／月を限度とする。
【要 件】
●要支援１・２
●原則として、視覚障害者、知的障害者、精神障害者
●原則として、介護保険の訪問介護を利用すること
●介護保険の居宅サービス計画及び同別表を提出すること
【支給量】
（法に基づき決定すべき通院等介助に要する時間数）－（介護保険制度に基づき給付され
る予定の通院等介助の時間数）＝通院等介助の支給決定時間（最大 20 時間／月まで）
ウ．申請者が要介護認定申請を行った結果、非該当認定を受けている場合
以下の要件を満たしたうえで福祉事務所長が必要と認める場合、居宅介護を支給決定を
行う。但し、最大 20 時間／月を限度とする。
【要 件】
●原則として、視覚障害者、知的障害者、精神障害者
●「要介護認定・要支援認定等結果通知書」等非該当であることを証する書類を提出する
こと
【支給量】
原則として、最大 20 時間／月を限度とする。

３．この基準の適用を開始する日
この基準は平成２９年２月１日から適用を開始する。
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３ 行動援護

１．サービス内容
常時介護を要する障害者等が行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時
における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際の必要な援助

２．対象者
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者、
小学生以上の障害児であって、
常時介護を要する者

障害者の支給決定
障害支援区分が区分 3 以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目（12
項目）等の点数が、合計 10 点以上である者。
障害児の支給決定
障害支援区分の認定は不要だが、障害者と同様に、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関
連項目（12 項目）等の点数が、合計 10 点以上である者（てんかん発作について、医師意見書は
不要）。なお、判断に当たっては原則として、選択肢のそれぞれの状態が６ヶ月程度継続している
場合とする。
（判断が困難な場合は、知的障害者更生相談所、こころの健康センターまたは児童相
談所に意見を求めることができる）
。

３．標準支給量
〔表６／標準支給量〕
支給量
知的
精神
児童

50 時間／月

32 時間／月

４．支給量審査基準
①

現状において、行動援護か移動支援のいずれを支給決定するかは、サービスの提供状況、本人
の意向に基づいて支給決定すること。
※移動支援を希望される場合は、地域生活支援事業を案内してください。

②

行動援護と移動支援の両方のサービスを利用することは可能ですが、移動支援については介護
給付でないため、地域生活支援事業を案内してください。なお、支給決定量は行動援護と移動
支援あわせて支給量上限までとしてください。

③

行動援護は突発的なニーズには対応していないため、調査により、計画に基づき必要時間を積
算し、支給決定する。

④ 2 人派遣については、ホームヘルプの項（P. 19 ）参照
⑤

入院中の外出・外泊のための行動援護の利用は可能です。P. 44 （平成２８年６月２８日障障
発０６２８第１号（国通知）
「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱
いについて」
）を参照してください。
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行動援護基準及び重度障害者等包括支援の別表に掲げる行動関連項目
行動関連項目

0点

コミュニケーション
（3-3）

１点

２点

2.特定の者であればコミュニケーシ 4.独自の方法でコミュニケーシ
ョンできる
ョンできる

1.日常生活に支障がない

説明の理解（3-4）

障害支援区分の場合

1.理解できる

3.会話以外の方法でコミュニケー
ションできる

5.コミュニケーションできない

2.理解できない

3.理解できているか判断できな
い

大声・奇声を出す（4-7）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

異食行動（4-16）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

多動・行動の停止（4-19）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

不安定な行動（4-20）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

自らを傷つけるなどの行
為（4-21）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

他人を傷つける行為
（4-22）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

不適切な行為（4-23）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

突発的な行動（4-24）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

過食・反すう等（4-25）

1.支援が不要

2.希に支援が必要

3.月に 1 回以上の支援
が必要

4.週に１回以上の支援が必要

5.ほぼ毎日（週 5 日以上の）
支援が必要

年１回以上

月１回以上

週１回以上

てんかん発作
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月１回以上

週１回以上

４ 療養介護

１．事業内容
病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に
昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常
生活上の世話を行う。
また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供する。
このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供する。

２．サービス内容
病院などの医療機関に入院している方に対して、次のようなサービスを行う。
機能訓練、療養上の管理、看護
食事、入浴、排せつ、着替えなどの介助
日常生活上の相談や支援

３．対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げ
る者
①

筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行ってい
る者であって、障害支援区分が区分６の者

②

筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分５以上の者

③

旧重症心身障害児施設（改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」という。
）第 43 条の 4
に規定する重症心身障害児施設をいう。）に入所した者又は指定医療機関（旧児童福祉法第 7
条第 6 項に規定する指定医療機関をいう。
）に入院した者であって、平成 24 年 4 月 1 日以
降指定療養介護事業所を利用する①及び②以外の者

４．支給量
支給量は「支給期間に含まれる日数」
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５ 生活介護

１．事業内容
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、
創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

２．サービス内容
・入浴、排せつ及び食事等の介護

・調理、洗濯及び掃除等の家事

・生活等に関する相談及び助言

・その他の必要な日常生活上の支援

・創作的活動又は生産活動の機会の提供

・身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助

３．対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等が必要な者として次に掲げる者
（１） 障害支援区分が区分３（障害者支援施設に入所する場合は区分４）以上である者
（２） 年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が区分２（障害者支援施設に入所する場合は区
分３）以上である者
（３） 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分４（５０歳以上の場合は障害支援区分
３）より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手
続きを経た上で、福祉事務所が利用の組み合わせの必要性を認めた者
※ （３）の者のうち以下の者（以下、「新規の入所希望者以外の者」という。
）については、
原則、平成２４年４月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を求めた上
で、引き続き、生活介護の利用を認めて差し支えない。
・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設（通所施設も含む）の利用者（特定旧法受給者）
・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
・ 平成２４年４月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設（指定医療機関を含む）
に入所している者

４．標準支給量

※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P

を参照

マイナス

各月日数 ― ８日

５．支給量審査基準
支給期間は 3 年

６．重度障害者支援加算対象者
障害者支援施設が行う生活介護を除き、認定調査票等における行動関連項目の合計点数が 10 点
以上である場合には重度障害者支援加算の対象者となる。

７．介護保険制度との適用関係
介護保険法の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付の給付対象となる介護保険サ
ービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。

51

６ 短期入所（ショートステイ）

１．サービス内容
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設へ
短期間の入所を必要とする障害者（児）に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せ
つ又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。

２．対象者
障害支援区分が区分 1 以上である障害者。障害児にあっては障害の程度に応じて区分１以
上に該当する障害児。
※介護給付では日帰りショートは利用できないため、日帰りショートの利用希望者については
地域生活支援事業（日中一時支援事業）において利用してもらうことになる。

３．標準支給量
利用者の意向を基に、標準支給量（[表９／利用理由]、[表１０／標準支給期間・支給量]）
、
概況調査票等を踏まえ、必要なサービス量を個々のケースで判断・支給決定する。

（児童の支給決定について）
児童では障害支援区分の調査は行なわれないため、障害福祉サービス費と同様の方法で支給
決定する。利用者の意向を基に、５領域 11 項目の調査及び標準支給量（[表９／利用理由]、
[表１０／標準支給期間・支給量]）
、概況調査結果、利用調整結果等により、必要なサービス
量を個々ケースで判断・支給決定する。また、障害支援区分の認定が行なわれないため、５領
域 11 項目の調査により支援区分を判定した上で、支給決定する。

４．支給量審査基準
（１）基本的な考え方
①申請者から聞き取った利用理由を「表９」にあてはめ、該当する理由の標準支給量を「表
１０」から導き出す。標準支給量は絶対的なものではないが、公平性の観点から参考に
していく。但し、ケアマネジメント従事者によりケアプランが作成されている利用者な
どに関しては、当該プランに沿った支給量決定を行っても差し支えない。
②理由が複数ある場合は、当該理由ごとの標準支給量を合算した日数を基準として支給決
定量を検討する。
※例えば 10 月に「介護疲れ」と「11 月の３日間の出張」を理由に支給申請があった場
合、介護疲れの標準支給量は１か月あたり７日間なので、
「支給期間：10 月から１年、
支給量：月７日（11 月のみ月 10 日）
」という支給決定が可能
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③標準支給量は絶対的なものではなく、概況調査票の内容に応じた必要な支給量の決定を
妨げるものではない。その支給量の必要性が客観的に認められ、受け入れる事業所に空
床があれば、標準支給量を超えた決定も可能である（逆に下回る決定も可）
。
④支給量は、１か月あたりの利用日数で決定する。
⑤65 歳以上（特定疾病による場合は 40 歳以上）の障害者が、要介護（要支援）状態とな
ったときは、介護保険給付による短期入所生活介護を受けることになる。ただし、障害
者が、自立支援給付による短期入所サービスの利用を希望し、かつ、身近に介護保険の
短期入所の事業所がない場合や、障害固有のサービスを提供することが必要と認められ
る場合などやむを得ない事情がある場合には、自立支援給付による短期入所サービスを
利用できるものとする。
⑥原則として連続利用は 30 日まで、年間利用日数は 180 日を目安とするが、下記のいず
れかの要件に該当すると認められる場合においてはこの限りではない。
(ｱ) 介護者が急病や事故等により、長期入院することとなった場合。
(ｲ) 介護者等からの暴力やネグレクト等の虐待により、本人の身体や生命に危険があり、
継続的に施設での保護が必要な場合。
(ｳ) 主たる介護者が高齢化等の事情により居宅での生活が困難である場合。ただしこの場
合は、本人が施設入所を希望している、もしくは、本人に強い行動障害があるなど本
人における居宅での生活が困難な事由も必要とする。
要件に該当するか否かについては、
『ロングショート利用に関する勘案整理票（チェッ
クシート）
』にて確認するとともに、必要に応じて本人もしくは介護者から挙証資料の
提出を求め、状況の確認を行う。

≪セルフプラン利用者について≫
連続・長期利用については、計画相談を利用することを原則とするが、相談
支援事業所の引き受け先がないなどの場合は例外として認める。ただし受給者
証更新時に、利用者、家族の状況について、計画相談のモニタリングに準じ、
区において訪問または面談もしくは電話等により利用者、保護者等の状況につ
いて十分な状況把握を行う。また、セルフプラン解消に向けて利用が可能な計
画相談事業所の提案を行うなど、利用者、家族等に計画相談導入の働きかけを
行う。
⑦連続して 30 日利用した後、1 日以上利用しない期間があれば、再度連続した 30 日以
内の利用は可能とするが、短期利用加算は年間利用日数の初期の 30 日のみ算定を認める。
⑧過去に原則を超える支給量の決定がなされたが、利用実績が連続利用 30 日まで、年間
利用日数 180 日以内に収まっている場合は、実態に見合った適正な支給量になるよう更
新時に充分な確認を行う。
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●精神障害者の基本的な考え方
①原則 1 回 7 日以内とする。やむをえない理由で延長する場合でも最大 7 日とする。
②利用回数に制限は無いが、短期入所の趣旨に鑑み、利用日数の原則がなし崩しにならな
いようにする。

（２）宿泊と日帰りの混在するケースの支給決定について
介護給付の短期入所では日帰りショートは利用できないが、支給決定については、障害
福祉サービス費の時と同様の考え方で宿泊と日帰りを併せた支給量で支給決定を行う。
※日帰りショートは、別途地域生活支援事業（日中一時支援事業）のメニューとなる。
①「日帰り利用のみの申請」
「宿泊利用と日帰り利用とが混在する申請」どちらについても、
支給決定は「○○日／月」のように日単位で行う。
※４時間未満・４～８時間・８時間以上の日帰り区分は、受給者証には表示されない
②支給決定した（受給者証に記載された）支給量の範囲内であれば、当初の申請内容と異
なる利用内容となってもかまわない。
※例えば、宿泊利用として申請し「７日／月」という支給決定を受けた場合、この支給量
の範囲内であれば、結果として「宿泊を６日」と「日帰り（４時間～８時間）を２回」
という利用になっても良いものとする。

（３）日帰り利用の支給決定について
介護給付における日帰りショートの利用は認められないが、日帰りショートのみの利用
希望者についても、障害福祉サービス費の時と同様の考え方で支給量を算定。
※日帰りショートは、別途地域生活支援事業（日中一時支援事業）のメニューとなる。
①「日帰り利用」の場合も、
「表９」及び「表 10」に従って支給量を決定することになる。
ただし、日帰り利用に関しては、次のような取り扱いが認められている。
※日帰り利用については次のとおり取り扱うこととされている
・
「日帰り４時間未満・・１／４日」
・
「日帰り４～８時間・・２／４日」
・
「日帰り８時間以上・・３／４日」
②施設入所の空き待ちなど長期に渡る日帰りでの「週３～５日」利用は、事実上の施設通
所となってしまうため不可とする。また、デイサービス的な利用も、短期入所事業の趣
旨と異なるため不可とする。
③施設通所者が保護者が迎えに来るまで短期入所扱いで施設に遅くまで残ることは、緊急
やむを得ない事情によるものは可だが、継続的な利用は不可とする。
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〔表９／利用理由〕
〔社会的理由〕保護者又は家族が、下記の理由により障害者を介護できないとき
疾病

保護者自身が疾病のため介護できないとき

冠婚葬祭

保護者が冠婚葬祭のため介護できないとき

出産

保護者自身又はその家族の出産のため、介護できないとき

看護

保護者が、配偶者等の疾病のため、その看護にあたるとき

事故

保護者自身が事故により傷害等を負ったため介護できないとき

公的行事

保護者が、入学式、運動会など学校や自治会等の行事に参加するとき

災害、被災

地震、水害、火災などにより介護できないとき

転勤

保護者の一時的な転勤・単身赴任のため、介護する者がいないとき
（短期間で神戸に戻ってくることが確実な場合に限る）

失踪

保護者が失踪したため、介護する者がいないとき

出張

保護者が、出張のため介護できないとき

介護人不在
介護疲れ

上記のほか、社会的な止むを得ない理由による保護者外出等のため、障害
者を介護することができないとき（理由が余暇の場合は私的理由）
障害者を日常的に介護している保護者が、月に数日程度の休息をとる場合
入所決定した障害者が、当該施設に入所日までショートステイする場合（但

入所準備

し、１か月以内であること）
当該施設に体験入所するとき（繰り返し同一施設で体験入所することは不
適切であり、その場合は私的理由「生活訓練」扱いとする）

居住地なし

障害者を介護する者がおらず居住地もないとき

そ の 他 社 会 的 上記のほか、社会的な理由により保護者が介護できないとき
理由

（例：親族の危篤

等）

〔私的理由〕保護者が休養等の私的な理由により障害者を介護できないとき
生活訓練

施設において、地域生活のための養育指導や生活訓練をうけるとき

旅行、リフレッシュ

保護者が、余暇としての旅行等により、介護ができないとき

交流・行事

社会的理由の公的行事と異なり、余暇として行事等に参加するとき

引越準備

障害者が居住する家庭が、引越準備のため、介護できないとき

結婚準備
家事・進学準備

保護者が結婚準備のため介護できないとき（結婚式であれば社会的利用の
冠婚葬祭）
保護者が、受験勉強又は家事都合により、介護できないとき

そ の 他 私 的 理 上記のほか、休養等の私的な理由により、保護者が介護できないとき
由

（例:身元不明者の一時利用

など ）

※保護者とは、障害児（者）を日常生活において介護している父母、兄弟姉妹、その他の者
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〔表１０／標準支給期間及び支給量〕
理

由

当該事由が１回限りの場合

当該事由が継続的に生じる場合

出産

１か月

14 日程度

居住地なし、

１か月

31 日

３か月

３か月×31 日

１か月

当該事由が止むまで

１年

月数×１か月あたりに必

に必要な日数

以内

要な日数

７日程度

１年

月数×７日

入所準備
疾病、看護、
事故、公的行事
冠婚葬祭

１か月

以内
社
会
的
理
由

災害、被災、

当該状況に応じて判断

当該状況に応じて判断

失踪、転勤

（障害者支援課と協議）

（障害者支援課と協議）

介護人不在、

１か月

当該事由が止むまで

１年

月数×１か月あたりに必

に必要な日数

以内

要な日数

７日程度

１年

月数×７日

出張
介護疲れ

１か月

以内
その他

１か月

当該事由が止むまで

１年

月数×１か月あたりに必

社会的理由

に必要な日数

以内

要な日数

介 護 者 病 気 等 に １か月

２日

１年

月数×２日

以内

備えた予備的な
申請
リフレッシュ

１か月

７日程度

１年

月数×７日

以内
私
的

生活訓練

１か月

７日程度

月数×７日

以内

理
由

１年

旅行、交流・行事、 １か月

当該事由が止むまで

１年

月数×１か月あたりに必

引越・結婚準備、

に必要な日数

以内

要な日数

家事・進学準備、
その他私的理由
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５．重度障害者支援加算対象者
重度障害者支援加算の対象者は、障害支援区分６（障害児にあっては、これに相当する支
援の度合）であって、重度障害者等包括支援の対象となる者（
「重度障害者等包括支援」を
参照）。重度障害者支援加算対象者であることの認定を希望する利用者は「重度障害者支援
加算対象者認定申請書」を区福祉事務所に提出し、加算対象者であることの認定を受ける。
ただし、区分６かつ行動関連項目 10 点以上の者については、H31.4 月より申請書の提出
を不要とする。

６. 日中活動系サービスとの同一日の利用に関する取り扱いについて
普段日中活動系サービスを利用していない障害者が、短期入所を利用する際に併せて日
中活動系サービスを利用する場合、同一日の利用は原則として認めない。ただし、短期入
所の利用にあたっては、サービス等利用計画の作成が義務付けられるようになったことか
ら、当該短期入所がいわゆるロングショートになっている場合に、当該短期入所にかかる
サービス等利用計画のモニタリングを通じてロングショートの解消が見込まれるときに
は、同一日の利用を認めるものとする。
また、一時的に短期入所を利用する場合においても、別途日中活動系サービスを利用す
ることが当該短期入所を利用する障害者を支援するために必要であると判断できる場合に
ついても同様に、同一日の利用を認めるものとする。
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≪参考≫

ロングショート利用に関する勘案整理票（チェックシート）
福祉事務所確認日
福祉事務所担当者
氏名

生年月日

手帳の状況

受給証番号

障害支援区分

認定期間

申請期間
認定期間
□

計画相談利用者

調査実施日

□

年

月

日

調査担当者

セルフプラン

計画相談が
利用できない理由

該当する□にチェックを入れる

＜介 護者の 状況＞
□

急病や事故により、長期入院することになった もしくは長期入院中
入院先（病院名）
入院期間

□

暴力や虐待・ネグレクトが認められる
（虐待の状況）

□

高齢や心身の状況により介護が困難
介護者名

年齢

要介護度

認定期間

障害支援区分

認定期間

介護者名

年齢

要介護度

認定期間

障害支援区分

認定期間

次ページに続く

58

（介護者の具体的な状況）

＜本人の状況＞ ※「高齢や心身等の状況により介護が困難」にチェックが入っている場合は必ず記入
□

施設入所を希望している
申請の有無

□

有

無

行動障害など障害特性から、地域での生活が困難

（行動障害などの具体的な状況）

□

・

その他
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７ 重度障害者等包括支援

１．サービス内容
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢
の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有す
るものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援
助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する。

２．対象者
障害支援区分が区分６（障害児にあっては区分６に相当する支援の度合）に該当する者のうち、
意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類

型

状態像

重度訪問介護の対象となる重 人工呼吸器による呼吸管理を行っ ・筋ジストロフィー
度の肢体不自由者に相当する ている身体障害者

・脊椎損傷 ・ＡＬＳ

支援の度合にある者であって、
四肢すべてに麻痺等があり、寝
たきり状態にある障害者のう

最重度知的障害者

Ⅰ類型

・遷延性意識障害

等

Ⅱ類型

・重症心身障害者

等

ち、右のいずれかに該当する者
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目（12 項目）等の合 ・強度行動障害

等

計点数が 10 点以上である者（障害程度区分にあっては 11 項目 8 点以

Ⅲ類型

上である者）

（H21.4 改正により気管切開を伴わないバイパップ（鼻マスク）使用者へ対象拡大）
（判定基準）
判 定 基 準

類 型
Ⅰ類型

障害支援区分
①
②

③
④
⑤

障害程度区分

区分６の「重度訪問介護」対象者
医師意見書「２．身体の状態に関する意見」
の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左
上肢 右下肢」において、いずれも「ある」
に認定（軽、中、重のいずれかにチェックさ
れていること）
※医師意見書「２．身体の状態に関する意見」
の「(2)四肢欠損」、
「(4)筋力の低下」、
「(5)
関節の硬縮」は「麻痺」に準ずる取扱いと
する。
認定調査項目「１群 起居動作 寝返り」に
おいて「全面的な支援が必要」と認定
認定調査項目「10 群 特別な医療 レスピ
レーター」において「ある」と認定
認定調査項目「６群 認知機能 コミュニケ
ーション」において「日常生活に支障がない」
以外に認定
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①
②
③
④

⑤

区分６の「重度訪問介護」対象者
認定調査項目「1-1 麻痺等」の 4 項目におい
ていずれも「ある」と認定
認定調査項目「2-１ 寝返り」において「でき
ない」と認定
認定調査項目「8 医療」において「気管切開の
処置あり」かつ「レスピレーター装着あり」と
認定
認定調査項目「6-3-ｱ 意思の伝達」において
「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達で
きない」又は「できない」と認定

Ⅱ類型

①
②
③

④
⑤

Ⅲ類型

①
②

③

概況調査において知的障害の程度が「最重度」
と確認
区分６の「重度訪問介護」対象者
医師意見書「２．身体の状態に関する意見」
の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左
上肢 右下肢」において、いずれも「ある」
に認定（軽、中、重のいずれかにチェックさ
れていること）
※医師意見書「２．身体の状態に関する意見」
の「(2)四肢欠損」、
「(4)筋力の低下」、
「(5)
関節の硬縮」は「麻痺」に準ずる取扱いと
する。
認定調査項目「１群 起居動作 寝返り」に
おいて「全面的な支援が必要」と認定
認定調査項目「６群 認知機能 コミュニケ
ーション」において「日常生活に支障がない」
以外に認定

①
②
③
④
⑤

区分６の「行動援護」対象者
①
認定調査項目「６群 認知機能 コミュニケ ②
ーション」において「日常生活に支障がない」
以外に認定
｢行動援護項目得点」が「10 点以上」と認定 ③

概況調査において知的障害の程度が「最重度」
と確認
区分６の「重度訪問介護」対象者
認定調査項目「1-1 麻痺等」の 4 項目におい
ていずれも「ある」と認定
認定調査項目「2-１ 寝返り」において「でき
ない」と認定
認定調査項目「6-3-ｱ 意思の伝達」において
「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達で
きない」又は「できない」と認定

区分６の「行動援護」対象者
認定調査項目「6-3-ｱ 意思の伝達」において
「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達で
きない」又は「できない」と認定
「行動援護項目得点」が「８点以上」と認定

３．標準支給量
［表１１／標準支給量］
A・B・C

月 48,825 単位

介護環境
区
分

介 護

者

の

状

況

○（同居、別居ともに）介護者がいない
（障害者のみの世帯や 18 歳未満の児童と同居等を含む）
○介護者が介護保険の要介護、または要支援の認定を受けている
Ａ

○介護者が病弱で介護することが出来ない
○介護者が日中不在（週 30 時間以上就労(予定を含む)等）
○介護者が１人で重度障害者（支援区分「４」以上）と就学前の乳幼児又は
介護保険の要介護の認定を受けている高齢者を介護している
○別居の介護者がいる
○介護者が病弱で介護することが常時は出来ない
○介護者が日中不在（週 10 時間以上就労(予定を含む)等）

Ｂ

○介護者が１人で障害者（児）と就学前の乳幼児又は介護保険の要介護の認
定を受けている高齢者を介護している
○グループホーム入居者（個人単位で居宅介護を利用する場合（特例）
）
※１

Ｃ
○

○A・B に該当しない介護者がいる

介護者が複数人いる場合は、主に介護を担う介護者の状況で判断。同程度の場合は、

世帯全体で判断。
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○

ボランティアや近隣等の支援は、勘案調査の際に作成される「週間計画表」で支給量

に反映。
※１

グループホーム入居者についての居宅介護・重度訪問介護は令和 3 年３月末をもっ

て対象外となる予定。

４．算定方法
１月の支給量を１月のサービス利用に要する包括報酬の単位数として定めることから、対象
者の個別的な介護ニーズに基づき作成した１週間の利用計画に基づき、一日当たりの平均単位
数を算出して各月の暦日数を乗じ、各月ごとの支給量を定める。
※

以下は、平成１８年９月２７日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
事務連絡「重度障害者等包括支援の取扱いについて」より。

（１）次の単位数を使用し、１週間ないし１月（４週）単位分の単位数を算出する。
①

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援を利用する場合、４時間 802 単位を算定
※

４時間 802 単位が適用される時間数の１週間の合計時間を４で除した値に 802 を乗
じて１週間の単位数を算定する。

（例：４時間 802 単位のサービスが毎日６時間ずつ提供された場合、１週間で４２時間と
なるので、42÷4＝10.5 に 802 を乗じた 8,421 単位が１週間の単位数となる。同様
に１週間で 41 時間である場合は、４1÷4＝10.25 に 802 を乗じた 8,220 単位が１
週間の単位数となる。
）
②

１日につき１２時間を超える分は４時間 781 単位（97.5%相当額）を算定
※ 計算方法は４時間 802 単位の場合と同じ

③

日中時間帯以外の加算の算定
・午後６時から午後１０時まで（夜間加算）

25％に相当する額

・午後１０時から午前 6 時まで（深夜加算）

50％に相当する額

・午前６時から午前８時まで（早朝加算）

25％に相当する額

※

当該加算は、時間帯ごとの１週間の合計提供時間数を４で除した値に①または②の単位
数を乗じて算出した単位数に上記割合を乗じて算出する。
（例：夜間加算の時間帯が１週間に 12 時間あった場合、１２÷4＝３に 802 を乗じた
2,406 単位に 1.25 を乗じた 3,007 単位が夜間加算時間帯の単位数となる。
）

④ 短期入所者については１日当たり 892 単位を算定。なお、利用者が低所得者である場合
は、１日当たり 48 単位を加算。
（支給決定時には事業所が特定できないため、一律食事提供
体制加算分を加算）
⑤

共同生活援助については１日当たり 961 単位を算定。

（２）１日当たりの単位数を算出する。
※○○単位／週÷７日（１月単位で算出している場合は 28 日）＝△△単位／日（四捨五入）
（３）当該月の日数を乗じて１月当たり支給量を算出
※

△△単位／日×●日（当該月の日数）＝□□単位／月

※

月の途中に支給決定を行った場合、
「当該月の日数」は実際のサービス提供日数となる。
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５．障害児にかかる重度障害者等包括支援の支給決定について
障害児（概ね１５歳以上）が重度障害者等包括支援のサービスを利用する際には、８０項目（障
害者の認定調査項目と同じ）の調査を行い、市町村審査会に重度障害者等包括支援の対象となるこ
とが相当であるかの意見を聴いた上で支給の要否を決定する。
なお、麻痺等の有無の確認については、身体障害者手帳、医師の診断書又は聞き取り等により確
認する。
※対象児童に該当するか否かの判断に当たっては、必ずしも身体障害者手帳及び療育手帳の交付を
受けている必要はない。
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８ 施設入所支援

１．サービス内容
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生
活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。

２．対象者
①

生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分４（５０歳以上の者にあっては区分３）
以上である者

②

自立訓練又は就労移行支援（以下この条において「訓練等」という。）を受けている者であっ
て、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域に
おける障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等
を受けることが困難なもの

③ 生活介護を受けている者であって障害支援区分 4（50 歳以上の場合は障害支援区分 3）より低
い者のうち、指定特定相談事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、福祉
事務所が利用の組み合わせの必要性を認めた者
④

就労継続支援Ｂ型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画
案の作成の手続きを経た上で、福祉事務所が利用の組み合わせの必要性を認めた者

※ ③又は④の者のうち「新規の入所希望者以外の者」については、原則、平成 24 年 4 月以降の
支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を求めた上で、引き続き、施設入所支援の利用
を認めて差し支えない。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設（通所施設も含む）の利用者（特定旧法受給者）
・法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
・平成 24 年 4 月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設（指定医療機関を含む）に入所し
ている者

3．支給量

※１6.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P 83を参照

支給量は「支給期間に含まれる日数」と決定する。

４．重度障害者支援加算対象者
施設入所支援利用者については一定の要件を満たす場合には重度障害者支援加算の対象者とな
る。重度障害者支援加算対象者であることの認定を希望する利用者は「重度障害者支援加算対象者
認定申請書」を区福祉事務所に提出し、加算対象者であることの認定を受ける。
ただし、「行動関連項目 10 点以上」に該当する利用者は申請書を不要とする。
（重度障害者支援加算対象者要件）※①～③の要件のいずれかに該当するもの
①

医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者(注)

②

区分６かつ気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者
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③

障害支援区分の認定調査項目のうち１２項目の調査等の合計点数が 10 点以上である者

(注) 「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」とは、医師意見書における特別な医
療に係る項目（当分の間は、
「褥瘡の処置」及び「疼痛の看護」を含める取り扱いとする。
）中、
いずれか 1 つ以上に該当する者。なお、
「これに準ずる者」とは、
「医師意見書により特別な医
療が必要であるとされる者」以外で、経管栄養（腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養に限
る）を必要とする者である。

５.地域生活移行個別支援特別加算対象者
地域生活移行個別支援特別加算の対象者は、医療観察法に基づく通院による医療を受ける者また
は刑務所等からの退所等に伴い関係機関からの受入依頼を受けた者であって、通院決定、退所等か
ら 3 年を経過していない者又はこれに準ずる者。
加算対象者に対し、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定でき
る。
※事業者も対象要件あり、市への届出を要する。
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９

就労系サービス等の支給決定にかかる共通事項

※自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練）、
就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労定着支援
参考：厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）
」

１．事業内容
就労系サービスでは、障害者が企業等に雇用されることや生活能力を向上させること等を目
的として、能力向上のための訓練その他のサービスを提供する。

２．区分調査について
対象：全就労系サービス等
就労系サービスは、利用要件に障害支援区分が設定されていない。ただし、障害支援区分認定
調査を受けたことがない者から利用申請があった際には認定調査を行う必要がある（介護給付
費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）
）。
原則、一次判定を出した上で支給決定する。

３．介護保険制度との適用関係
介護保険法の規定による介護保険サービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利
用が優先される。サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉
サービス固有のものと認められるもの（自立訓練（生活訓練）就労移行支援、就労継続支援等）
については、支給決定が可能。
（P.107）厚生労働省「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に基づく自立支援
給付と介護保険制度との適用関係等について」

４．暫定支給決定
対象：就労移行支援、就労継続支援Ａ型、自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練
障害者の方の希望を尊重し、その有する能力及び適正に応じて、より適切なサービス利用を図
る観点から、利用を希望する事業について、①継続利用についての最終的な意向の確認、②継続
利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間（暫定支給決定期間）がある（上限 2 カ
月）
。
本支給決定の要否は、暫定支給決定期間中に事業所が作成する「暫定支給決定期間の利用にか
かる評価結果報告書」
・アセスメント内容・個別支援計画書および支援実績により判断する。
※暫定支給決定については、
「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）
」
の「訓練等給付に係る支給決定」を参照
ただし、Ａ型は一定の要件を満たすことで暫定支給決定なしで利用できる。

５．標準利用期間
対象：就労移行支援、自立訓練（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練）
、就労定着支援
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（標準利用期間はサービスによって異なる。
）
サービス利用が長期になることを防ぐため、当初の支給決定期間は１年間までとする。
（暫定
支給決定対象サービスの場合は、暫定期間を含める。暫定期間の初日が月途中の場合は、１年間
に当該月の末日までの期間を加えた期間）
この１年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供すること
による改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、１年ごとに支給決定
期間の更新が可能。
利用期間更新の要否は、事業所が作成する「標準利用期間が設定されているサービスの支給決
定更新にかかる評価結果報告書」
・アセスメント内容・個別支援計画書および支援実績により判
断する。
なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会
の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新が可能（原則１回）
。
※就労定着支援については、３年間の標準利用期間を超えて更新することはできない。

６．在宅利用
対象：就労移行支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型
通所が困難な障害者について、一定の要件を満たせば、在宅利用の支給決定を行うことができ
る。なお、事前に在宅利用の申請が必要で、利用者は特定相談支援事業所にサービス等利用計画
案を作成してもらう必要がある。
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１０－１ 自立訓練（機能訓練）

１．事業内容
利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、1 年 6 月間（頸椎損傷による四肢の麻痺に
類する状態の障害者は 3 年間）にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓
練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

２．サービス内容
理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
生活等に関する相談、助言
その他の必要な支援

３．対象者
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。
具体的には次のような例が挙げられる。
①

入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハ

ビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
②

特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支

援が必要な者

等

４．標準支給量
※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P83 を参照

自立訓練（機能訓練）

ﾏｲﾅｽ

各月日数 － ８日

５．標準利用期間 ※サービスの長期化を回避するため設定
1 年６か月間
自立訓練（機能訓練） （頸髄損傷による四肢の麻痺その他これ
に類する状態にある場合は、３年間）
当初の支給決定期間は１年間までとする。
（本サービスは暫定支給決定の対象）
１年間の利用期間では十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる
改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、１年ごとに支給決定期間の更
新が可能。

６．主な加算について
・社会生活支援特別加算

・特別地域加算
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１１０－２

自立訓練（生活訓練）

１．事業内容
障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、２年間（長期入院して
いたその他これに類する事由のある障害者の方は３年間）にわたり生活能力の維持、向上等のため
に必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

２．サービス内容
入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
生活等に関する相談、助言
その他の必要な支援

３．対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には
次のような例が挙げられる。
①

入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維

持・向上などの支援が必要な者
②

特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生
活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

等

４．標準支給量
※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P 83 を参照のこと
ﾏｲﾅｽ

自立訓練（生活訓練）

各月日数 － ８日

５．標準利用期間 ※サービスの長期化を回避するため設定
自立訓練（生活訓練）

２年間（長期入院又は入所していた者
については、３年間）

当初の支給決定期間は１年間までとする。
（本サービスは暫定支給決定の対象）
１年間の利用期間では十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる
改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、１年ごとに支給決定期間の
更新が可能。

６．主な加算について
・社会生活支援特別加算

・特別地域加算

・精神障害者退院支援施設加算

・短期滞在加算
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１１ 宿泊型自立訓練

１．事業内容
障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、２年間（長期入院又は
入所していた方については 3 年間）にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練
その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

２．サービス内容
生活訓練
入浴、整容、着替えなどの支援
生活等に関する相談、助言
健康管理

３．対象者
自立訓練（生活訓練）対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等で
あって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上
のための訓練その他の支援が必要な障害者。

４．支給量 ※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P 83 を参照
支給期間に含まれる日数

宿泊型自立訓練

（各月における暦日数）

５．利用期間
宿泊型自立訓練

2 年間（長期入院又は入所し
ていた者については、３年間）

当初の支給決定期間は１年間までとする。
（本サービスは暫定支給決定の対象）
この１年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供すること
による改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、１年ごとに支給決定
期間の更新が可能。
なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会
の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新が可能（原則１回）
。

６．主な加算について
・精神障害者地域移行特別加算

・地域生活移行個別支援特別加算

・長期入院時支援特別加算

・強度行動障害者地域移行特別加算
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１２ 就労移行支援

１．事業内容
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、2 年間（あん摩マッサージ指
圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的としたサービスは 3 年または 5 年）にわたり、生産活
動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その
他の便宜を適切かつ効果的に行うもの。

２．サービス内容
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のため
に必要な訓練、求職活動に関する支援、利用者の適性に応じた職場の開拓、就職後における職場へ
の定着のために必要な相談その他の必要な支援

３．対象者
①

就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び

技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な６５歳未満の者
②

あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を
希望する者

（65 歳以上の利用について）
65 歳以上の者については、６5 歳に達する前 5 年間（入院その他やむを得ない事由により障害
福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。
）引き続き障害福祉サービスに係る
支給決定を受けていた者であって、65 歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受
けていた者に限り対象とする。この要件を満たさない場合は、65 歳到達後の利用はできない。

５．標準支給量
※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P 83 を参照。

就労移行支援

ﾏｲﾅｽ

各月日数 － ８日

６．標準利用期間
２年間（あん摩マッサージ指圧師、はり師
就労移行支援

又はきゅう師の資格取得を目的とする養成
施設を利用する場合は、３年間又は５年間）

当初の支給決定期間は１年間までで、この１年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、
引き続きサービスを提供することによる改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の
範囲内で、１年ごとに支給決定期間の更新が可能。
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７．在宅利用
本サービスは、通所が困難な障害者について、一定の要件を満たせば、在宅利用の支給決定を行う
ことができる。

８．主な加算について
・社会生活支援特別加算

・在宅時生活支援サービス加算

・精神障害者退院支援施設加算
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１３-１

就労継続支援Ａ型

１．事業内容
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、雇用して就労機会を提供する
とともに、その知識・能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。

２．サービス内容
（雇用契約に基づく）生産活動その他の活動の機会
就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援

３．対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な
６５歳未満の者（利用開始時６５歳未満の者）。具体的には次のような例が挙げられる。
①

就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

②

特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③

企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

（65 歳以上の利用について）
65 歳以上の者については、６5 歳に達する前 5 年間（入院その他やむを得ない事由により障
害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。
）引き続き障害福祉サービスに係
る支給決定を受けていた者であって、65 歳に達する前日において就労継続支援 A 型に係る支給
決定を受けていた者に限り対象とする。この要件を満たさない場合は、６５歳到達後の利用はで
きない。

４．特例（雇用契約を結ばない利用）
(ｱ) 特例の考え方
障害者総合支援法においては、障害者の一般就労を進める観点から、就労継続支援Ａ型事業を
創設し、福祉における雇用の場の拡大をめざしているところである。一方、障害者によっては直
ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期待できる者も多い
ことから、就労継続支援事業Ａ型においては、下記により雇用契約を結ばない利用を可能とし、
雇用関係への移行を進める。
(ｲ) 要件
①

雇用契約を締結する利用者に係る利用定員の数が 10 人以上であること。

②

雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員の数が、雇用による利用者に係る利用定員の半

数未満であること。ただし、当該利用者は９人を超えることができないこと。
③

雇用契約を締結する利用者と雇用契約を締結しない利用者の作業場所、及び作業内容を明確

に区分すること（別棟であることや、施設の別の場所で別の作業を実施していること、勤務表、
シフト表は別々に管理すること、誰が見ても明確に区分されている状態であること）
。
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５．暫定支給決定の特例
就労継続支援 A 型は暫定支給決定の対象である。
ただし、就労継続支援 A 型に係る支給申請のあった障害者について、すでに暫定支給決定期間中
に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定による
アセスメントを要しないものと認めるときは、暫定支給決定は行わなくても差し支えないものとす
る。
（ただし、雇用契約を締結しない者については、原則通り暫定支給決定を経ての本支給決定を行
う取り扱いとする。
）

６．標準支給量
※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P 83 を参照。

就労継続支援Ａ型

ﾏｲﾅｽ

各月日数 － ８日

７．就労継続支援の支給決定更新の取り扱いについて
就労継続支援事業の対象者は、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」とされている
ことから、本事業利用者の支給決定の更新の段階で、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、
利用実績やサービス管理責任者による評価等を踏まえ、更新の要否を判断することとする。

８．在宅利用
本サービスは、通所が困難な障害者について、一定の要件を満たせば、在宅利用の支給決定を行
うことができる。

９．主な加算について
・重度者支援体制加算
・社会生活支援特別加算
・在宅時生活支援サービス加算

１３-２

就労継続支援Ｂ型

１．事業内容
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとと
もに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識・能力の向上のために必要な訓練
その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
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２．サービス内容
（雇用契約を結ばない）生産活動その他の活動の機会
就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援

３．対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達してい
る者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待さ
れる者。具体的には次のような事が挙げられる。
①

就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

②

５０歳に達している者又は障害基礎年金１級受給者

③

①、②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントによ

り、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
※①～③いずれにもあたらない者については、就労移行支援事業所でアセスメントを受ける必要
がある（「就労継続支援 B 型利用にかかるアセスメントについて（平成 27 年９月（第２版）
）
」
参照。一般利用者と特別支援学校卒業見込生で取扱いが違う）

４．標準支給量
※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P 83 を参照。

就労継続支援Ｂ型

ﾏｲﾅｽ

各月日数 － ８日

５．就労継続支援の支給決定更新の取り扱いについて
就労継続支援 A 型「７．就労継続支援の支給決定更新の取り扱いについて」と同様。

６．在宅利用
就労継続支援 A 型「８．在宅利用」と同様。

７．施設入所支援との併給について
平成 24 年 4 月から、障害者支援施設に入所しながら就労継続支援事業Ｂ型を利用する者につい
ては、指定相談支援事業者による計画相談支援が必要となった。よって、平成 24 年４月以降に施
設入所と就労継続支援事業Ｂ型を併給する者については、計画相談支援の決定が必須である。なお、
平成 24 年 4 月以前からの利用者についても、更新時に計画相談支援の決定が必要となることに注
意すること。

８．主な加算について
・重度者支援体制加算
・社会生活支援特別加算
・在宅時生活支援サービス加算
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１４ 就労定着支援

１．事業内容
障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として一般
企業等に新たに雇用された障害者に対して、一般就労の継続を図るために必要な就労先の事業主、
障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行
うもの。

２．サービス内容
企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整
雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の門団に関する相談
指導及び助言等の必要な支援

２．対象者
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続し
ている期間が 6 月を経過した障害者（病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を
利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が 6 月を経過した障害者も含む）

３．標準支給量
就労定着支援

各月当該月の日数

４．標準利用期間
就労定着支援

（最長）３年間※

※就労を継続している期間が 6 か月以上経過している障害者の場合の利用期間は、3 年 6 か月か
ら就労が継続している期間を除いた期間とする。
当初の支給決定期間は１年間までとする。
（本サービスは暫定支給決定の対象ではない。
）
この１年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供すること
による改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、１年ごとに支給決定
期間の更新が可能である。
なお、就労定着支援については、３年間の標準利用期間を超えて更新することはできない。

５．その他（併給調整関係）
※厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）
」に規定

・自立生活援助の支給内容を包含するため、自立生活援助との併給はできない。
・新たに生活に関する訓練を行うことは想定されないため、自立訓練（生活訓練）との併給はで
きない。
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１５

共同生活援助（グループホーム）

１．サービス内容
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ
又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。

２．対象者
障害者（身体障害者にあっては、６５歳未満の者又は６５歳に達する日の前日までに障害福祉
サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。
）

（注 1） 「準ずるもの」とは、障害者に対して介護、訓練又は居住の支援を行う事業であって国
若しくは地方公共団体の負担若しくは補助により実施される事業をいい、障害者支援施設、福
祉ホーム又は地方公共団体において独自に実施する身体障害者を対象とする共同生活援助と同
様の事業等が含まれるものとする。
グループホームの利用を希望する障害者のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受け
ることを希望しない障害者については、必ずしも障害支援区分の認定手続きを要しない。ただし、
申請者がグループホームにおける介護の提供内容等について認識がないことも考えられることか
ら、単に申請者の希望のみによって判断するのではなく、適切なアセスメント及びマネジメント
により、申請者本人の移行や障害の種類及び程度その他の心身の状況等を勘案した上で、障害支
援区分の認定手続きの要否を判断すること。

３．支給量審査基準
（１）支給期間は３年
次の場合は、それぞれに掲げる期間を上限とする。
ア

共同生活援助（体験利用を行う場合に限る。
）
「１年」
（報酬告示により年 50 日以内・連続 30 日以内の利用制限）

イ

共同生活援助（地域移行型ホームに限る）
「２年」
（指定運営基準に規定）

（２）支給量は「支給期間に含まれる日数」と決定する。
※16.「日中活動サービス及び居住系サービスの支給量の定め方」P

を参照のこと

（３）受託居宅介護サービスの支給決定基準
ア

障害支援区分ごとに以下に掲げる市町村が決定を行うに当たって参酌すべき受託介護サー

ビスの支給標準時間（分／月）
（以下支給標準時間）という。
）の範囲内で決定する。
イ

支給標準時間
【区分２】

150 分／月

【区分３】

600 分／月

【区分４】

900 分／月

【区分５】 1, 300 分／月
【区分６】 1, 900 分／月
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ウ

「非定型」の判断基準
以下の（ア）又は（イ）に掲げる場合であって、支給標準時間の範囲内では必要な受託居宅

介護サービス支給量が確保されないと認められる場合には、当該支給決定基準を超える支給決
定を行うこととして差し支えない。この場合、支給決定に当たっては、審査会の意見を聴くも
のとする。
（ア） 当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に当該
支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスの提供を受けている、若しくは、希望す
る利用者がいない場合又は受託居宅介護サービスを受けている、若しくは、希望する利
用者のすべてが障害支援区分２以下である場合
（イ） 障害支援区分 4 以上であって、
指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計
画案を勘案した上で、支給標準時間を超えた支給決定が必要であると認められる場合。

※共同生活援助における地域移行型ホーム
地域移行型ホームは、入所・入院から地域生活への移行プロセスを支える経過的な利用施
設（共同生活住居）と位置付け、以下の条件を満たす場合に利用が限定している。
・利用者は、日中、外部の事業所等へ通う
・経過的な利用とする（原則２年間）
・地域住民との交わりを確保する
・居住の場としてふさわしい環境を確保する
・地域のサービス整備量が十分でない場合に限る
したがって、２年間を超えて支給決定の更新の申請があった場合には、審査会の意見を聴
き、真に必要やむを得ない事情があるかどうかを十分に確認し、真にやむを得ない場合に限
って必要最小限の有効期間で更新するとともに、できるだけ早期に本来の地域移行ができる
よう必要な調整を行うこと。
※共同生活援助におけるサテライト型住居の利用
共同生活援助におけるサテライト型住居は、地域において単身等で生活をしたいという明
確な目的意識を持った障害者の利用期間の長期化を回避する観点から、当該サテライト型住
居に入居してから原則として３年の間に一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サービ
ス事業者等との十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うものとしている。
したがって、入居から３年間を超える支給決定の更新の申請があった場合には、審査会の
意見を聴き、引き続き、サテライト型住居を利用することにより単身生活への移行が見込ま
れる場合等については支給決定を更新し、サテライト型住居において共同生活援助の提供を
行うことが可能である。なお、サテライト型住居の利用継続の必要性が認められない場合で
あっても、支給決定を更新し、サテライト型住居以外の共同生活住居において共同生活援助
の提供を行うことは可能であること。
※地域生活移行個別支援特別加算の対象者について
地域生活移行個別支援特別加算の対象者は、医療観察法に基づく通院による医療を受ける者ま
たは刑務所等からの退所等に伴い関係機関からの受入依頼を受けた者であって、通院決定、退所
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等から 3 年を経過していない者又はこれに準ずる者。加算対象者に対し、地域で生活するために
必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定できる。通院決定日もしくは退所日の確認が必
要。

※重度障害者支援加算対象者
重度障害者支援加算の対象者は、障害支援区分６（障害児にあっては、これに相当する支援の度
合）であって、重度障害者等包括支援の対象となる者（
「重度障害者等包括支援」を参照）です。
重度障害者支援加算対象者であることの認定を希望する利用者は「重度障害者支援加算対象者認定
申請書」を区福祉事務所に提出し、加算対象者であることの認定を受けます。
原則、支給決定時や障害支援区分変更時等に判断することになります。

※精神障害者地域移行特別加算対象者
精神科病院等に１年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談
援助や個別支援等行った場合に算定できる。算定できるのは退院後１年間のみなので、入院期間
及び退院日の確認が必要。

※事業者にも対象要件あり、市への届出を要する。

※強度行動障害者地域移行特別加算対象者
以下のすべての要件に該当する者
・障害者支援区分認定調査の結果に基づき、行動関連項目 10 点以上の者
・指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に１年以上入所していた者のうち、退所して
から 1 年以内の者
☆退所後一定期間居宅等で生活した後、共同生活援助を受けることになった強度行動障害を有す
る者であっても、退所から１年以内について加算計上できる。
≪支給決定の方法≫
施設を退所してすぐグループホームに入所した場合
グループホーム入所日（＝施設退所日）付で共同生活援助の支給決定をする際、強度行動障
害者地域移行特別加算の支給限度期間（退所日から１年間）に合わせて期間設定する。
1 年間の支給決定期間において、誕生月で更新を行う際は申請書類の提出を必要とするが、強
度行動障害者地域移行特別加算の削除と共同生活援助の期間延長は職権で行うため、新たに申請
書類の提出は求めない。
施設入所中より生活介護を併給している人は、加算削除後の共同生活援助について、生活介護
の支給決定期間に合わせて期間延長を行う。
職権での処理漏れが生じないように、加算対象者のリストを毎月本庁より区に配布する。

退所後一定期間居宅等で生活した後グループホームに入所した場合
グループホーム入所日（≠施設退所日）付で共同生活援助の支給決定をする際、加算の支給
限度期間（退所日から 1 年間）に合わせて期間設定する。
加算の削除と共同生活援助の期間延長は職権で行うため、新たに申請書類の提出は求めない。
職権での処理漏れが生じないように、加算対象者のリストを毎月本庁より配布する。
更新手続き・生活介護併給者については上記と同様。
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【ホームヘルプサービスとの併給について】
共同生活援助を行う住居に入居する者（体験的な利用を行う者を含む。
）は、入居中は、居宅介
護及び重度訪問介護を利用することはできない（指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の 2 第
1 項(※下記の②)及び第 2 項(※下記の③)の適用を受ける入居者を除く。
）
。

①グループホーム利用者の通院等介助の利用について
グループホーム利用者の通院介助については、基本的に日常生活上の支援の一環として、当該
事業者が対応することとなりますが、慢性疾患の利用者がいる場合、定期的に通院を必要とし、
世話人等が個別に対応することが困難な場合があることから、以下の要件のもと、通院等介助（ﾎ
ｰﾑﾍﾙﾌﾟ）の利用が認められます（平成 19 年 4 月から）
。ただし、２０年４月からの公的手続き
または相談のために官公署を訪れる場合の対象範囲の拡大は、適用されません。（指定基準によ
り、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その
者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければなら
ない。
」と規定されているため）
ア）対象者…区分 1 以上、かつ、慢性疾患等の障害者であって、医師の指示により、定期的に
通院を必要とする者。
イ）個別支援計画に位置付けられていること。
ウ）通院等介助の対象回数は、２回／月を限度とする。
②グループホーム利用者のホームヘルプサービスの利用について
重度の障害者が利用するグループホームにおいて、食事や入浴、排せつ時に複数の支援員に
よる対応が必要な場合など、一時的に職員の加配が必要となる場合が考えられることから、以
下の要件のもと、個人単位でホームヘルプの利用が認められます。
ア）対象者・・・区分４以上、かつ、同行援護、行動援護又は重度訪問介護対象者
イ）実施期間・・・平成 19 年４月から令和６年３月末まで
※グループホームの報酬については、居宅介護等を利用した日について、障害支援区分（区
分４～６）等によって、定められた報酬単価（281～444 単位/日）が適用されます。な
お、居宅介護等を利用していない日については、通常の報酬単位が適用されます。
③グループホームにおいて特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲の拡大について（平成 20
年 4 月から令和６年 3 月末までの時限措置）
障害支援区分４以上の者で、一時的に身体介護の個別支援が必要となる場合で、以下のア）
及びイ）の要件を満たすものについては、グループホームにおいて居宅介護（身体介護のスポ
ット支援のみに限る。
）の利用が認められます。
なお、支給決定できるホームヘルプのサービス内容は、入浴、食事、排せつ、衣服着脱等の
身体介護のスポット支援のみです。
ア）グループホームの個別支援計画にホームヘルプサービスの利用が位置づけられていること
イ）グループホームでのホームヘルプサービス利用について市町村が必要性を認めること
※ホームヘルプの支給決定にあたっては、必要に応じて、市町村審査会又は地域自立支援協
議会に意見を聞くことができます。
※グループホームの報酬については、居宅介護等を利用した日について、障害支援区分（区
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分４～６）等によって、定められた報酬単価（281～444 単位/日）が適用されます。な
お、居宅介護等を利用していない日については、通常の報酬単位が適用されます。
ウ）なお、現時点で令和 2 年度末には経過措置が終了することを踏まえ、ホームヘルプサービ
ス利用に際しては、計画相談支援を導入のうえ相談支援員が、施設職員と共に終了後の利用者
に対する対応について協議し、検討しておくことが必要になる。

④一時帰宅時の利用について
・国通知「介護給付費等の支給決定について」
（H19.3.23）より抜粋
…ただし、入居者が一時帰宅する場合においては、通常受け入れ体制が確保されていること
が想定されるが、市町村が特に必要と認める場合においては、共同生活住居の利用に係る報
酬が全く算定されない期間中に限り、居宅介護又は重度訪問介護について支給決定を行うこ
とは可能である。
事業所の運営上の都合により、居宅におけるホームヘルプを利用することは認められない。
「報酬が全く算定されない」とは、事業者からの報酬請求の有無にかかわらず、報酬算定が
（加算のみでも）可能であるかで判断する。

指定障害福祉サービス

指定障害福祉サービス基

経 過 的居 宅介 護

基準附則第 18 条の２

準附則第 18 条の２

利 用 型指 定共 同

第１項の適用を受ける

第２項の適用を受ける入

生 活 介護 事業 所

入居者

居者

（ 経 過的 ケア ホ
ーム）の入居者

居宅介護

②のケース

③のケース

下記のケース

○

○

○

(居宅における身体介護が
中心である場合のみ)
重度訪問介護

○

×

○

【短期入所との併給について】
・国通知「介護給付費等の支給決定について」
（H19.3.23）より抜粋
障害者支援施設、のぞみの園又は共同生活住居に入所（入居）する者は、入所（入居）中
は原則として短期入所を利用することはできない。ただし、これらの入所（入居）者が、一
時帰宅中において、短期入所が必要な事情が生じた場合には、通常、これらの入所施設又は
共同生活住居に戻って必要な支援を受けることが想定されるが、一時帰宅中の施設入所支援
等の報酬（帰宅時支援加算は含まない。
）が算定されない期間においては、帰宅先における介
護者の一時的な事情により必要な介護を受けることが困難で、かつ、帰宅先と入所施設又は
共同生活住居とが遠隔地であるため直ちに入所施設又は共同生活住居に戻ることも困難であ
る場合等、市町村が特に必要と認める場合は、支給決定を行うことは可能である。
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【体験入居について】
長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合や、家族と同居しているが将来的にグループホー
ム等への入居を検討している場合等に、継続的な利用に移行するための課題、目標、体験期間及び留
意事項等を記載した共同生活援助計画に位置付けて、短期間の体験利用が可能です。
【平成 21 年 4
月から】
また、障害児施設入所の児童が 18 歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する
場合も、こども家庭センターが認めた場合、対象となります(障害児施設は、外泊扱い)。
<サービス利用条件>
・利用には、通常の利用と同様に支給決定等の手続きが必要。
・一時的な利用として、1 回あたり連続 30 日以内かつ年 50 日以内に限る。
・事業所は定員の範囲内で実施することとなり、通常の利用者の入院・帰宅中に、当該利用者の居
室を体験入居に供することはできない。
※ 体験利用の支給決定には、連続して利用可能な日数と年間で利用可能な日数を併せて決定する。
※ 体験利用中も、
「
【ホームヘルプサービスとの併給について】
」の対象要件を満たす場合は、居宅
介護の支給決定が可能。
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１６ 日中活動サービス及び居住系サービスの
支給量の定め方

１．日中活動サービス（生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就
労継続支援）の支給量の定め方について
日中活動サービスについては、原則として一人の障害者が一月に利用できる日数（支給
量）は、各月の日数から８日を控除した日数（以下「原則の日数」という。）を上限とす
ることを基本とし支給決定する。ただし、次の場合には、「原則の日数」を超える支給量
で決定することも可能。
①

日中活動サービスの事業運営上の理由から、
「原則の日数」を超える支援が必要とな

る場合は、市に届け出ることにより、当該施設が特定する３か月以上１年以内の期間（以
下、
「対象期間」という。
）において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内
であれば利用することができるものとする。
②

①に該当しない場合であっても、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支

援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、「原
則の日数」を超えて利用することができるものとする。

２．居住系サービス（療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助）の支給
量の定め方について
支給決定の有効期間中における各月における暦日数を支給量として定める。
ただし、共同生活介護及び共同生活援助において体験的な利用を行う場合、各月におけ
る暦日数を上限として、必要な日数を定めるものとする。

３．日中活動と施設入所支援の支給決定について
施設入所支援においては、土日における入所者への支援に要する費用も含めて報酬を設
定していることから、日中活動部分については、１か月の日数から８を除いた日数の範囲
内で支給決定することとなる。
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１７ 同行援護

１．サービス内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等
に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出す
る際の必要な援助を行う。

２．対象者
視覚障害により外出時に困難を有する障害者等であって、次のいずれの条件も満たす者。
① 下記 a、b のいずれかに該当するもの
a)

身体障害者手帳所持者

※視覚障害又は視野障害の場合は、「視覚障害」又は｢視野障害｣の身体障害者手帳を所
持していること
※障害児で身体障害者手帳不所持の場合はこども家庭センターへの協議が必要
b) 難病患者
身体障害者手帳がないため、「同行援護対象者（夜盲等）に係る意見書」（難病

の病名確認と夜盲等の確認の両方に対応、神戸市様式）＋「アセスメント」により
対象者要件を確認する。
②同行援護アセスメント票（６．同行援護アセスメント票を参照）の項目中、視力障害・視
野障害・夜盲の項目のいずれかが 1 点以上で、かつ移動障害の項目が 1 点以上の者
【注意】平成 30 年度より「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」の区分は廃止。ただし、
平成 30 年 4 月 1 日現在で支給決定を受けている有効期間内に限り改定前の報酬を算定する
ことができる。
【参考】（身体介護を伴う場合）下記の①～④のすべてを満たす者
① 下記 a、b のいずれかに該当するもの
a)

身体障害者手帳所持者

※視覚障害又は視野障害の場合は、「視覚障害」又は｢視野障害｣の身体障害者手帳を所
持していること
※障害児で身体障害者手帳不所持の場合はこども家庭センターへの協議が必要
b) 難病患者
身体障害者手帳がないため、「同行援護対象者（夜盲等）に係る意見書」（難病

の病名確認と夜盲等の確認の両方に対応、神戸市様式）＋「アセスメント」により
対象者要件を確認する。
②同行援護アセスメント票の項目中、視力障害・視野障害・夜盲の項目のいずれかが 1 点以
上で、かつ移動障害の項目が 1 点以上の者
③障害支援区分が 2 以上の者（注）
④区分認定調査項目のうち、
「歩行」
「移乗」
「移動」
「排尿」
「排便」のいずれか１つが「支援

84

が不要」（障害支援区分の場合は、「出来る」）以外と認定される者（注）

３．標準支給量
支給量
大人

50 時間／月

児童

32 時間／月

４．留意事項
(1)

平成30年度より、盲ろう者や重度の障害者への支援を評価する加算が創設される。

このため、同行援護の支給決定時に申請者が「盲ろう者」である旨について、身体障害者手
帳により確認のうえ受給者証に記載する必要がある。
①

盲ろう者向け通訳・介助員が盲ろう者を支援した場合の加算
注）盲ろう者向け通訳・介助員 ･････

地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事
業において、盲ろう者の支援に従事する者

注）盲ろう者

②

･････

同行援護の対象者要件を満たし、かつ、聴覚障害６級に該当する者

障害支援区分３、４以上の者を支援した場合の加算
注）障害児の場合の取り扱い
障害支援区分３以上の支援の度合いに相当することが見込まれる場合、５領域１１項目
の調査を行った上で障害支援区分３の利用者を支援した場合の加算又は障害支援区分４以
上の利用者を支援した場合の加算の要否を決定する。
このとき、短期入所の単価区分の【区分２】を障害支援区分３の支援の度合いに相当す
るもの、
【区分３】を障害支援区分４の支援の度合いに相当するものとして取扱うこと

※短期入所の単価区分
【区分３】

①～④の項目のうち「全介助」が３項目以上又は⑤の項目のうち「ほぼ

毎日」が１項目以上
【区分２】

⇒

障害支援区分４

①～④の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が３項目以上又は

⑤の項目のうち「週に１回以上」が１項目以上
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⇒

障害支援区分３

５．支給量審査基準
① 他のサービスとの併給関係
ａ

居宅介護の通院等介助
通院や官公庁への手続・相談等に関して、利用者からの相談・申請に基づき、居宅介

護の通院等介助または同行援護のいずれかで決定する。ただし、 外出準備等の居宅内で
の介護が必要な場合は、通院等介助で決定する（同行援護は、居宅内の介護不可）。
ｂ

重度訪問介護、行動援護
重度訪問介護の移動介護加算や行動援護等の対象となる者については、原則それぞれ

のサービスの利用が優先となり、併給はできない。
ｃ

移動支援
移動支援との併給は認めない。同行援護の対象者は、同行援護の利用が優先となる。た

だし、重複障害者の場合については、本人のニーズが知的・精神・肢体のサービスである
なら、同行援護でなく、移動支援の利用も可能とする。
移動支援を利用していた同行援護対象者については、同行援護の決定をした時点で移動
支援の決定を取り消す。
②

介護保険優先の原則
介護保険にないサービス（余暇活動等の社会参加のための外出支援等）については同行援
護の利用可能。介護保険対象者の通院等の外出介助は介護保険の利用を優先とする。

③ 障害児の支給決定について
身体障害者手帳を所持していない場合は、こども家庭センターへの協議が必要となる。
（そ
の他は必要に応じて協議。
）
④２人派遣について
2 人派遣については、ホームヘルプの項を参照。

６．同行援護で支給決定できない場合
①外出の目的
a

経済活動に係る外出（通勤のための利用、商品販売や営業活動等）

b

宗教活動・政治的活動である勧誘・宣伝等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出

c

ギャンブル・飲酒を主とする外出

d

通年かつ長期にわたる外出

②居宅での利用
外出に際して、居宅における身体介護が必要な場合、居宅部分での介護には、利用できな
い。
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同行援護での通院利用について
病院や診療所に定期的に通院するときや、公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合等
（※１）は、“通院等介助”を優先的に利用（支給決定）としていたが、平成 26 年 4 月より、同行
援護での通院を希望される場合は、利用者からの相談・申請に基づき、官公庁への手続・相談等も
含めて、 “同行援護”での利用を可能（※２）とする。

【定期的な通院にかかる支給決定サービス毎の利用要件】

今まで通り

①
定
期
的
な
通
院

通 ②
院 突
発
的
（
不
定
期
）
な

手 ③
続 官
き 公
庁
等
へ
の
相
談
・

通院等介助

○

×

○

×

同行援護

×

○

×

○

（
銀
行
・
余
暇
活
動
等
）

④
そ
の
他
の
外
出

通院等介助で
通院する場合

同行援護で
通院する場合

※１

×

通院等介助
同行援護

（支給決定しない）

○

○

○

○

相談のために委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所を

訪れる場合や、相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる
場合も含む。
※２

介護保険の対象となる方は、原則として介護保険が優先される。
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※下記の①または②から選択
①今まで通り定期的な通院や官公署への手続き等は通院等介助を利用する
通院等介助
定期的な通院

同行援護

官公署への手続き・相談

余暇活動等の
社会参加のための外出

社会生活上
必要不可欠な外出

通院等介助では、外出準備等の居宅内

同行援護での定期的な通院や官公署

での介護も含めて利用できます。

への手続き等は利用できません。

②定期的な通院や官公署への手続き等も含めて、同行援護で利用
同行援護
余暇活動等の
社会参加のための外出

社会生活上
必要不可欠な外出

定期的な通院

官公署への手続き・相談

同行援護では、外出準備等の居宅内での介護は利用できません。
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＜通院時における支援のうち、同行援護の対象外となるもの＞
外出準備等の居宅内での介護（居宅内での介護が必要な場合は、通院等介助で決定する）
ホームヘルパーが運転している時間
利用者が診察（治療）を受けている時間（※）
病院・診療所での待ち時間（※）
※

院内介助に関する取扱いについては、通院等介助と同様

【参考 1】院内介助について
ア

（支給量審査基準より抜粋）

診療・治療室内（受診中）は、診療報酬により病院等職員が対応する時間帯になるの
で、当該時間について介護給付の支給決定はできない。

イ

待ち時間に排泄介助や衣服の着脱介助が必要な方や多動等のため支援を必要とする
方等に付き添って見守り的援助を行う場合には、介護者の状況等を勘案したうえで、
当該時間について支給決定できるものとする（単なる待ち時間は、サービス提供時間
には含まれない）
。

【参考 2】院内介助について
（「平成 20 年４月以降における通院等介助の取扱いについて（平成 20 年４月 25 日付
け障障発 0425001 号）」より抜粋）
３ 通院等介助の取扱いについて
(4) その他
ア 移動先における介助の取扱い
官公署等内の介助については、算定対象となる。なお、病院内の移動等の介助は、

基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算
定対象となる。
具体的には、適切なアセスメント等を行った上で、①院内スタッフ等による対応が
難しく、②利用者が介助を必要とする心身の状態であること等が考えられる。利用者
が介助を必要とする心身の状態である場合は、たとえば
・院内の移動に介助が必要な場合
・知的・行動障害等のため見守りが必要な場合
・排泄介助を必要とする場合
等が想定される。

【参考 3】支給対象となる外出等について
●支給対象となる外出
①

社会生活上必要不可欠な外出
福祉サービスの利用、その他権利義務にかかる手続き及び相談（※1）
通院（※1）
、入退院手続き及び相談等（医療機関、保健所等）
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入学式、卒業式等の学校行事への参加（保育所、幼稚園、学校）
金銭の入出金、支払い、貸付相談等家計の維持、財産の保全に関する手続き（金
融機関等）
通信に関する手続き（郵便局等）
日常生活上必要な買物
理容、美容
住居の確保、維持管理に関する用務での外出
冠婚葬祭への参加
②

余暇活動等の社会参加のための外出（※2）
各種行事、研修会への参加
就職、就学活動
日常生活上必要なもの以外の買い物
余暇、スポーツ、文化活動（映画館、劇場、体育館、美術館、サークル活動、各
種講座等）
初詣、墓参り等の社会的習慣による外出

●支給対象とならない外出
通勤・営業活動等経済活動に係る外出
ギャンブルや飲酒を主とする外出
通年かつ長期にわたる外出（通学・通所

等）

宗教・政治的活動である勧誘・宣伝等，特定の利益を目的とする団体活動
社会通念上、本制度を利用することが適当でないと認められる外出
外出準備等の居宅内での介護（※3）
ホームヘルパーが運転している時間
利用者が診察（治療）を受けている時間
病院・診療所での待ち時間（※4）

※1

居宅介護（通院等介助）の対象とならない場合に限る

※2

介護保険の対象者であっても、介護保険にないサービス（余暇活動等の社会参加のた
めの外出支援）については、同行援護の利用可能。

※3

居宅内での介護が必要な場合は、通院等介助で決定する

※4 院内介助に関する取扱いについては、通院等介助と同様、原則対象外
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同行援護での通院利用にかかる支給決定事務について
（1） 支給決定について
利用者からの申し出・申請に基づき、定期的な通院に係る同行援護での利用決定（支給量変更
決定）を行うこととする。
※申請日の属する月の翌月 1 日より決定する。
※申請日が月の初日の場合は、当該月の初日から決定する。
○同行援護での定期的な通院利用にかかる決定方法は下記の通り
①

現在の通院等介助利用者が、「通院等介助」→「同行援護」へ変更する場合
通院等介助 → 支給取消
同行援護

②

→ 支給決定又は支給量変更決定

現在、通院等介助を利用していない者（新規申請者等）が、同行援護での通院利用を希望
する場合
同行援護 → 支給決定又は支給量変更決定

※ 外出準備等の居宅内での介護が必要な場合は、通院等介助で決定する

（2） 支給量について
現在の支給量（50 時間）で不足する場合には、定期的な通院に必要となる時間数を上乗せし
て支給決定を行う。
※現在の支給量も含めて、すべての外出内容を聴き取り、支給決定を行うこと。
※定期的な通院にかかる時間数を算出するため、勘案事項調査を実施すること。

【具体的な時間数の算定例】
（例１）
50 時間

2 時間

余暇活動等の社会参加のための外出

社会生活上
必要不可欠な外出

⇒ 計 52 時間で
支給決定可
定期的な通院
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（例 2）
50 時間

10 時間

余暇活動等の社会参加のための外出

社会生活上
必要不可欠な外出

2 時間
余暇活動等の社会
参加のための外出

⇒ 計 60 時間で
支給決定可
定期的な通院

（例 3）
50 時間
46 時間
余暇活動等の社会参加のための外出

10 時間
4 時間
社会生活上必要不可欠な外出

⇒ 計 60 時間で
支給決定可
定期的な通院

（3） 勘案事項調査について
同行援護での通院利用の支給決定を行う際は、アセスメント票に加え、勘案事項調査を行うこ
ととする。
【作成する帳票】
勘案事項整理票
※ 1 枚目は全項目必須。2 枚目「利用者本人の生活状況」の「住宅の状況」は記入不要。その
他の項目については、必要に応じて記入すること。
※ 他の居宅系サービス（居宅介護・重度訪問介護等）と併給する場合は、従前どおり全項目
記入要となる。

サービス利用量案
週間計画表
（4） 月途中での支給量変更申請について（突発的な通院利用）
①

月途中の場合は利用方法の工夫をお願いする。（原則、支給量変更は行わない）
※個々の事情により必要と認められる場合は、個別相談とする。
（例：知的障害で予定通りのお出かけがないとパニックになる

②

等）

月末ですでに 50 時間利用済みの場合で突発的な通院に利用したい場合や、個々の事情によ
り支給量変更が必要と認められる場合は、原則、事前申請とし、精査のうえ、支給量を決
定する。
※夜間休日等で事前連絡が困難な場合は、事後申請も認める。ただし、下記の調査を行う
こととする。
受診の記録（薬袋や領収書のコピー等）の提出
事業者の実績記録票の提出
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（必要に応じて）利用者・事業者への必要事項の聴き取り等
※精査の結果、希望通りの支給決定とならない場合がある旨を、利用者・事業者ともに事
前説明しておくこと。
※精査に時間を要するため、請求期日に間に合わない可能性がある旨を、事業者に事前説
明しておくこと。
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冠婚葬祭の取扱いについて（同行援護・移動支援）

冠婚葬祭は「余暇活動等社会参加のための外出」に位置付けられており、特段の理由がない限
り当該事由を理由として 50 時間超の決定はできなかったが、平成 26 年 4 月より、
「社会生活上
必要不可欠な外出に準ずる外出」とする。

1. 50 時間超の利用希望があった場合の対応
冠婚葬祭やお墓参りは「社会通念上必要な外出」であるため、
「社会生活上必要不可欠な
外出に準ずる外出」とし、50 時間超の希望があった場合、積算可能とする。

2. 急な冠婚葬祭について
（1） 月途中の場合は利用方法の工夫をお願いする。（原則、支給量変更は行わない）
（2） 月末ですでに 50 時間利用済みの場合や、個々の事情により支給量変更が必要と認められ
る場合は、原則、事前申請とし、精査のうえ、支給量を決定する。
①

夜間休日等で事前連絡が困難な場合は、条件により事後申請も認める。ただし、下
記の調査を行うこととする。
事業者の実績記録票の提出
（必要に応じて）利用者・事業者への必要事項の聴き取り等

②

精査の結果、希望通りの支給決定とならない場合がある旨を、利用者・事業者とも
に事前説明しておくこと。

③

精査に時間を要するため、請求期日に間に合わない可能性がある旨を、事業者に事
前説明しておくこと

3. 遠方での冠婚葬祭等一時的な支給量増加について
「社会生活上必要不可欠な外出に準ずる外出」とみなし、一時的な支給量増加も対応す
ることとする。宿泊を伴う場合も同様の対応とする。
※宿泊を伴う場合は、現行通り、目的地までの道中（往復）のみとする
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道中（往復）のみ

50 時間超の決定

道中（往復）＋列席（参
加）中

急な外出が発生した場合の対応
（やむを得ない場合の事後申請）
一時的な支給量増加（遠方等）

婚礼

通夜・葬儀

法事

○

○

○

△（※1）

△（※1）

×（※1）

×（※2）

○

×（※2）

○

○

○

（※1）主催者側が親族の場合は、親族で対応可能なため、原則として列席（参加）中は算定
不可
（※2）事前に日程や時間等が把握可能であり、急な外出が想定されないため、原則事前申請
のみ
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入院時の外出外泊の取り扱いについて
同行援護の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、入院中
に医療機関から日帰りで外出する場合、１泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する
場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護を利用することができる。
(平成 28 年 6 月 28 日発出の通知より)
1.

報酬を算定する上での始点・終点
(1) 外出する場合
医療機関の看護師等から引き継いで同行援護を開始するときを始点とし、看護師等に引き継
ぐまでを終点とする。
(2) 外泊する場合
医療機関の看護師等から引き継いで同行援護を開始するときを始点とし、外泊先が終点とな
る。なお、外泊先から外出する場合に同行援護を利用することも可能である。

2.

利用する際の医療機関との調整について
市町村や事業所が医療機関と利用にあたっての適否について調整をする必要はない。ただ医療

機関から外出をするときと医療機関に戻るときに、同行援護を利用される障害者の支援について、
看護師等とヘルパーとの引継ぎが生じるため、その時間についてあらかじめ利用者が医療機関と
事業所に提示しておくことが望ましい。
3.他医療機関への受診について
看護師等が移動につき添わない場合に限り可能である。
4.療養介護のほか医療機関が実施する医療型障害児入所施設について
(1) 療養介護
病院等への長期入院による医療的ケアや常時介護を必要とする障害者が、病院において機能訓
練等を行うものである療養介護においては、医療機関へ入院し病院内のみでの支援が前提となる。
そのため、外出・外泊にあたって、同行援護を利用することは可能である。
(2) 障害児入所施設
障害児入所施設は、入所する障害児に対して必要な日常生活上の支援を行うものであるため、
原則として外出・外泊にあたって、同行援護を利用することはできない。ただし、市町村が特
に必要と認める場合においては、施設入所にかかわる報酬がまったく算定されない期間中に限
り、同行援護を利用することは可能である。
5.報酬単価について
在宅での利用時と変更ない。
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同行援護アセスメント票
No

視
力
1 障
害

調査項目

視力

0点

1点

2点

約 1ｍ離れた視力
確 認 表の 図 が 見

目の前に置いた
視 力 確認 表 の 図

普通（日常生活に支

えるが、目の前に

は見ることができ

ほとんど

障がない）

置いた 場合は見
ることができな

るが、遠ざかると
見ることができな

見えない

い。

い。
周辺視野

周辺視野角度

視
野
2 障
害

視野障
視野

害 が な
い

視野障
害の１点

る。以下同じ。)の
総和が左右眼そ

両 眼 開放 視 認 点
数が 70 点以下で

又は２点

れぞれ 80 度以下

あり、かつ 、両眼

の事項
に該当し

であ り 、か つ 、 両
眼 中 心視 野 角 度

中 心 視野 視 認 点
数が 40 点以下で

ない

(Ⅰ/二視標によ

ある。

る。以下同じ。)が
56 度以下である。

備考

見えてい

矯 正視 力 に

るのか判
断不能

よる測定と
する。

両眼開放

角度の総

((Ⅰ)/四視標によ

特記事項

視認点数

和が左右
眼それぞ
れ 80 度以
下であり、
かつ、両
眼中心視

が 70 点以
下であり、

視力障害の１点又
は２点の事項に該

かつ、両

当せず、視野に障

眼中心視
野視認点

害がある場合に評
価する

数が 20 点

野角度が
28 度以下

以下であ
る。

である。

視力障害又は視野
障害の１点又は２
網膜色
夜
3 盲

素変性
症等に
よる夜
盲等

網膜色
素変性
症 等 に
よる夜盲
等 が な
い。

点の事項に該当せ
ず、夜盲等の症状

夜盲の１
点の事

暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた

項に該
当 し な

場所以外では歩行できない程度の視
野、視力等の能力の低下がある。

により移動に著しく
―

い。

困難を来したもの
である場合に評価
する。
必要に応じて医師
意見書を添付す

人的支援な
しに、視覚情
報により単
独 歩行が 可
能な場合に
「歩行でき
る」と判断す
る。

る。
人的支援な

移
動
4 障
害

盲人安全
つえ（又
は盲導
犬）の使
用による

夜盲による移動障
害の場合は、夜間

慣れていない場所で
あっても歩行ができ

慣れた場所での歩行のみできる

できない

る

や照明が不十分な
場所等を想定した
ものとする

単独歩行

しに視覚情
報により単
独 歩行が 可
能な場合に
「歩行でき
る」と判断す
る。

※なお、同行援護アセスメント調査票のうち、「視力障害」については、区分認定調査項目「視力」と同様の取扱いとして差し支えない。
※「歩行」については、「車いす操作」等の移動手段を含むこと。
（視力等に関する項目と移動に関する項目の「同行援護の対象者である理由」それぞれにチェックが１つ以上つけば該当です）
１．視力等に関する項目
障害の種類

同行援護の対象者である理由

□ 視力障害

□ １点 □ ２点

□ 手帳の視力１級または２級を所持

□ 視野障害

□ １点 □ ２点

□ 手帳の視野１～３級を所持

□ 移動に困難をきたす

□ 網膜色素変性症による過度の羞明

□ 程度の夜盲等

□ 錐体ジストロフィーによる過度の羞明
□ 白子症による過度の羞明
□ その他（理由：

）
２．移動に関する項目

障害の種類

同行援護の対象者である理由

□ 移動障害

□ １点 □ ２点

□ 同行援護の対象者に該当する

□ 該当しない
３．盲ろう者に関する項目

□ 聴覚障害

□ 盲ろう者に該当する

□ 手帳の聴覚障害２級～６級を所持

□ 該当しない
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同行援護対象者（夜盲等）に係る意見書
氏名

年

月

日生（

歳）

障害名及び原因となった疾病・外傷名

＊裏面に記載されている疾患に該当する場合は、疾患番号をご記入ください。
身体障害者手帳の有無
障害支援 等 級

No.

有 ・ 無 （手帳の有無について、どちらかに○をつけてください）
視力：

級

視野：

級

障害の状況（夜盲等の有無について、どちらかに○をつけてください）
※ 「夜盲等」の「等」は、網膜色素変性症、錐体ジストロフィー、白子症等による
「過度の羞明」等が想定される。

・ 移動に困難をきたす程度の夜盲等が認められる
夜盲等の原因となる疾病等

・ 移動に困難をきたす程度の夜盲等が認められない
備考

上記のとおり意見する。
年

月

日
医療機関の
名称、所在地
診療担当科名
担当医師氏名

印

同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報を提供（代筆・代
読を含む）し、移動の援護等の外出支援を行う「障害福祉サービス」です。
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同行援護対象者への通院介助について
同行援護対象者で通院に利用したい

介護保険対象者
はい

いいえ

介護保険での通院等介助を勧めると？
②介護保険の通院等介助
①それで足りる 利用不可、又は、不足す
る

障害程度区分の認定は？
障害支援区分の認定は？
あり

なし

身体介護は？
介護保険で
の通院介助
を利用

通院等介助の上乗せ要件を
満たす

不要

満たさない

障害程度区分の認定は？
障害支援区分の認定は？
あり

要

障害者支援課へ
相談

なし

障害支援区分の認定
を受けるよう勧奨

区分は？
身体介護は？
要

１以上

不要
利用者の申請に基づ
き、下記のどちらか
で決定

障害支援区分の
認定を受けるよ
う勧奨

・居宅介護の通院等
介助を利用
区分は？

・同行援護を利用
（居宅内での準備等
の介助不可）

１以上 非該当

利用者の申請に基づ
き、下記のどちらか
で決定（20h/月が
上限）

非該当

同行援護で通院可。
ただし、居宅内での
準備等の介助はでき
ない。

・居宅介護の通院等
介助の上乗せを利用
・同行援護を利用
（居宅内での準備等
の介助不可）
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同行援護で通院
可。
ただし、居宅内
での準備等の介
助はできない。

１８－１ 地域移行支援

１．サービス内容
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、地
域における生活に移行するための住居の確保その他の地域における生活に移行するための活
動に関する相談その他の必要な支援を行う。
下記の支援等を一体的に実施
① 地域移行計画作成会議の開催・地域移行計画の作成
② 訪問相談
③ 同行支援
④ 関係機関との連絡調整
⑤ 障害福祉サービスの体験利用
⑥ 一人暮らしに向けた体験宿泊

２．対象者
以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者
（障害支援区分の認定は不要。ただし、障害支援区分認定調査は必要。）
① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院に入所している障害者
② 障害者支援施設等に入所している１５歳以上の障害者みなしの者
③ 精神科病院に入院している精神障害者 ※
※１

直近の入院期間が１年以上の者を中心に対象

１年未満である者についても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要と
する者や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者については対象。
※２

精神科病院には精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。

※３

地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第２条第４項の指定医療機関も含
む。医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。

（平成 26 年 4 月より、④～⑥が新たに追加）

④ 生活保護法第38条に規定する救護施設，更生施設に入所している障害者
⑤ 矯正施設に入所し，特別調整対象者に選定された障害者のうち，退所するまでの間に指定
一般相談支援事業者が実施する障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正施設在所
中に当該施設外で行う支援の提供が可能であると見込まれる障害者
（給付対象となる矯正施設の種類）
刑事施設（刑務所，少年刑務所，拘置所），少年院
⑥ 矯正施設を退所し，更生保護施設等に入所した障害者
（給付対象となる施設の種類）
更生保護施設，自立更生促進センター，就業支援センター，自立準備ホーム
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注１）申請者が、退所・退院先を生活保護法に基づく救護施設を想定している場合は対象外。
注２）申請者が、介護保険対象者の場合、障害者であって上記の要件を満たしている場合は対象。

３．標準支給量

地域移行支援

各月当該月の日数

４．支給期間について
原則

６ヶ月まで

・この期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供することによる
地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、６ヶ月間の範囲内で給付決定期間の更新
が可能。
・更なる更新（１年以上の更新）については、別途指定一般相談支援事業者、施設、精神科病
院からの提出書類に基づき、個別に審査をおこなう。
５．利用者負担について
・サービスにかかる利用者負担はなし
・外出時の交通費、食事代等は自己負担
※各指定一般相談支援事業者は、サービス提供地域を定めており、利用者がそのサービス提供地域
を越えて支援を受ける場合、それに要した交通費の支払いを求められる場合がある。
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１８－２ 地域定着支援

１．サービス内容
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因し
て生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行う。

２．対象者
以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援
体制が必要と見込まれる者
（障害支援区分の認定は不要。ただし、障害支援区分認定調査は必要。）
① 居宅において単身で生活する障害者
② 居宅において家族等と同居している障害者のうち、同居している家族等が障害、疾病等の
ため、障害者に対し、同居している家族等による緊急時等の支援が見込まれない状況にあ
る障害者
③ 家族との同居から1人暮らしに移行した障害者
④ 認定調査項目「2-10 日常の意思決定」の「部分的な支援が必要」
「全面的な支援が必要」、
又は「3-3 コミュニケーション」の「特定の者であればコミュニケーションできる」「会話
以外の方法でコミュニケーションできる」「独自の方法でコミュニケーションできる」「コ
ミュニケーションできない」に該当（※）し、地域生活が不安定な障害者
（※）障害程度区分の認定調査項目
認定調査項目「5-6 日常の意思決定」の「2.特別な場合を除いてできる」「3.日常的に困
難」「4.できない」、又は「6-3-ア 意思伝達」の「2.ときどきできる」「3.ほとんどで
きない」「4.できない」に該当
注１）共同生活介護・共同生活援助、宿泊型自立訓練の入居者は、通常、当該事業所の世話人等
の対応となるため、対象外。
注２）医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。

３．標準支給量

地域定着支援

各月当該月の日数

４．支給期間について
原則

1 年間まで

・対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き
地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、１年間の範
囲内で給付決定期間の更新が可能。
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・更なる更新についても、必要性が認められる場合については更新可。
５．利用者負担について
サービスにかかる利用者負担はなし
※各指定一般相談支援事業者は、サービス提供地域を定めており、利用者がそのサービス提供地
域を越えて支援を受ける場合、それに要した交通費の支払いを求められる場合がある。
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１９ 自立生活援助

１．サービス内容
居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受
けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、
関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。

２．対象者
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身
であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居
宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者
であって、上記サービス内容の支援を要する者。
【具体例】
（１）障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害
者等で、理解力や生活力等に不安がある者
①

障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所、

児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所していた障害者
※

児童福祉施設に入所していた１８歳以上の者、障害者支援施設等に入所していた１５歳

以上の障害者みなしの者も対象。
②

共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者

③

精神科病院に入院していた精神障害者

④

救護施設又は更生施設に入所していた障害者

⑤

刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）
、少年院に収容されていた障害者

⑥

更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しく

は自立準備ホームに宿泊していた障害者
（２）現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者
（３）障害、疾病等の家族と同居しており（障害者同士で結婚している場合を含む）
、家族による
支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援
が必要な者
※（２）
（３）自立生活援助による支援が必要な者の例
①地域移行支援の対象者要件に該当する障害者施設に入所していた者や精神科病院に入院し
ていた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
②人間関係や環境の変化等によって、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認めら
れる場合（家族の死亡、入退院の繰返し

等）

③その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められ
る場合
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３．標準支給量
自立生活援助

各月当該月の日数

４．標準利用期間
自立生活援助

１年間

なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会
の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新が可能である（原則１
回）
。

５．具体的な取扱い
自立生活援助は、施設等から地域生活に移行した者である場合には、当該施設等を退所等し
た日から一年を経過した日の属する月までを有効期間とし、その後、支給開始から一年の期間
の範囲で再度有効期間を定めるものとする。なお、それ以外の対象者については、対象者の状
況に応じて適切に有効期間を設定することとする。
例１）退所と同時に自立生活援助を支給決定する場合

施設入所支援

有効期間
2018.3
▽

退所日から 1 年を経過した日の属する月
までを有効期間として支給決定を行う。

（退所日）
支給決定
2018.4
▽

有効期間
2019.3
▽

自立生活援助

（退所後 1 年）

例２）退所後一定期間を経過してから自立生活援助を支給決定する場合
有効期間
2018.3
▽
施設入所支援

（有効期間 2019.3）

（退所日）
支給決定
2018.10
▽

支給決定
2019.4
▽

有効期間
2019.9
▽

自立生活援助

（退所後 1 年）

① 退所日から 1 年を経過した日の属する
月までを有効期間として支給決定を行う。
② ①の有効期限の後、最初の支給決定から
1 年を経過した日の属する月までを有効期
間としてあらためて支給決定を行う。
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６．併給調整関係
・就労定着支援は自立生活援助の支給内容を包含するため、就労定着支援との併給はできな
い。
・自立生活援助は、障害者が自立した地域生活を営む上での各般の問題に対し、居宅への訪
問や随時の相談対応等により当該障害者の状況を把握し、必要な情報提供や助言、連絡調
整等の支援を行うものであり、地域定着支援の支援内容を包含するため、地域定着支援と
の併給はできない。

７．転入先市町村における転入時の事務
標準利用期間が設定される訓練等給付対象サービス（自立訓練、就労移行支援、自立生活援
助）について、転出・転入前後においてサービス利用を継続する場合は、転入先市町村におけ
る支給決定は、個別支援計画に基づく訓練経過を踏まえた支給決定を行う（転出・転入に伴い、
利用する自立訓練事業所、就労移行支援事業所又は自立生活援助事業所を変更する場合であっ
ても、基本的には事業所間で連絡調整を行い、前事業所での個別支援計画に基づく訓練経過を
踏まえた訓練の継続がなされることが通常と考えられる。）

８．介護保険との適用関係
自立生活援助は、サービス内容や機能から介護保険サービスには相当するものがない障害福
祉サービス固有のものと認められるサービスであるため、介護保険サービスの対象となった者で
あっても自立生活援助の支給決定は可能である。
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障企発第０３２８００２号
障障発第０３２８００２号
平成１９年３ 月２８日
一

部

改

正

障企発０９２８第２号
障障発０９２８第２号
平成２３年９月２８日
一

部

改

正

障企発０３３０第４号
障障発０３３０第１１号
平成２４年３月３０日
一

部

改

正

障企発０３２９第５号
障障発０３２９第９号
平成２５年３月２９日
一

部

改

正

障企発０３３１第２号
障障発０３３１第２号
平成２６年３月３１日
一

部

改

正

障企発０３３１第１号
障障発０３３１第５号
平成２７年３月３１日
一

部

改

正

各 都道府県 障害保健福祉主管部（局）長 殿
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企 画 課 長
障害福祉課長
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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に
基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
障害者自立支援法（平成17年法律第123号。平成25年４月から障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」という。）に基づ
く自立支援給付（以下「自立支援給付」という。）については、法第７条の他
の法令による給付又は事業との調整規定に基づき、介護保険法（平成９年法律
第123 号）の規定による保険給付又は地域支援事業が優先されることとなる。
このうち、介護給付費等（法第19 条第１項に規定する介護給付費等をいう。以
下同じ。）の支給決定及び補装具費の支給に係る認定を行う際の介護保険制度
との適用関係等についての考え方は次のとおりであるので、御了知の上、管内
市町村、関係団体及び関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏
のないようにされたい。
本通知の施行に伴い、平成12 年３月24 日障企第16 号・障障第８号厚生省大
臣官房障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知「介護保険制度と障害
者施策との適用関係等について」は廃止する。
なお、本通知は、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第245 条の４第１項
の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
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１．自立支援給付と介護保険制度との適用関係等の基本的な考え方について
（１）介護保険の被保険者とならない者について
障害者についても、65 歳以上の者及び40 歳以上65 歳未満の医療保険
加入者は、原則として介護保険の被保険者となる。
ただし、次の①及び②に掲げる者並びに③～⑪の施設に入所又は入院し
ている者については、①～⑪に掲げる施設（以下「介護保険適用除外施設」
という。）から介護保険法の規定によるサービス（以下「介護保険サービ
ス」という。）に相当する介護サービスが提供されていること、当該施設
に長期に継続して入所又は入院している実態があること等の理由から、介
護保険法施行法（平成９年法律第124 号）第11 条及び介護保険法施行規則
（平成11 年厚生省令第36 号）第170条の規定により、当分の間、介護保険
の被保険者とはならないこととされている。
なお、介護保険適用除外施設を退所又は退院すれば介護保険の被保険者
となり、介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定（以下「要介護認
定等」という。）を受ければ、これに応じた介護保険施設に入所（要介護
認定を受けた場合に限る。）し、又は在宅で介護保険サービスを利用する
ことができる。
① 法第19 条第１項の規定による支給決定（以下「支給決定」という。）
（法第５条第７項に規定する生活介護（以下「生活介護」という。）及
び同条第11 項に規定する施設入所支援（以下「施設入所支援」という。）
に係るものに限る。）を受けて同法第29 条第１項に規定する指定障害
者支援施設（以下「指定障害者支援施設」という。）に入所している身
体障害者
② 身体障害者福祉法（昭和24 年法律第283 号）第18 条第２項の規定に
より法第５条第12 項に規定する障害者支援施設（生活介護を行うもの
に限る。以下「障害者支援施設」という。）に入所している身体障害者
③ 児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）第42 条第２号に規定する医療
型障害児入所施設
④ 児童福祉法第６条の２第３項の厚生労働大臣が指定する医療機関（当
該指定に係る治療等を行う病床に限る。）
⑤ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14 年法
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律第167号）第11 条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園が設置する施設
⑥ 国立及び国立以外のハンセン病療養所
⑦ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第１項第１号に規定する救
護施設
⑧ 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第29条第１項第２号に
規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係
る施設（同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅に
おいて介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介
護を提供するものに限る。）
⑨ 障害者支援施設（知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第16条第
１項第２号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。）
⑩ 指定障害者支援施設（支給決定（生活介護及び施設入所支援に係るも
のに限る。）を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るも
のに限る。）
⑪ 法第29条第１項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立
支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第２条の３に規定する
施設（法第５条第６項に規定する療養介護を行うものに限る。）
（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係
介護保険の被保険者である65歳以上の障害者が要介護状態又は要支援
状態となった場合（40歳以上65歳未満の者の場合は、その要介護状態又は
要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心
身上の変化に起因する特定疾病によって生じた場合）には、要介護認定等
を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができる。また、
一定の条件を満たした場合には、地域支援事業を利用することができる。
その際、自立支援給付については、法第７条の他の法令による給付又は
事業との調整規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付又は地域支
援事業が優先されることとなるが、介護給付費等の支給決定を行う際の介
護保険制度との適用関係の基本的な考え方は以下のとおりであるので、市
町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービ
スの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に
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係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受
けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付又は地域支
援事業を受け、又は利用することが可能か否か等について、介護保険担当
課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応
じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。
① 優先される介護保険サービス
自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付又は地域支
援事業は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付並びに第一号事業と
されている（障害者自立支援法施行令（平成18年政令第10号）第２条）。
したがって、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場
合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。
② 介護保険サービス優先の捉え方
ア

サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サ
ービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険
給付又は地域支援事業を優先して受け、又は利用することとなる。し
かしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身
の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サー
ビスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができる
か否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービ
スの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険
サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用する
ものとはしないこととする。
したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用
に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、
申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受ける
ことが可能か否かを適切に判断すること。
なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介
護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害
者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

イ

サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがな
い障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援護、行動援
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護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）につい
ては、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。
③ 具体的な運用
②により、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
により必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的に
は介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サー
ビスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない
又は地域支援事業が利用することができない場合には、その限りにおい
て、介護給付費等を支給することが可能である。
ア

在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村
において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介
護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業の居宅介護サービ
ス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上にお
いて介護保険サービスのみによって確保することができないものと
認められる場合。

イ

利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、
あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る
障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困
難と市町村が認める場合（当該事情が解消するまでの間に限る。）。

ウ

介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づ
く要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介
護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福
祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合（介護給付費に係
るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限
る。）。

（３）補装具費と介護保険制度との適用関係
補装具費の支給認定を行う際の介護保険制度との適用関係についても、
基本的な考え方は（２）の①及び②と同様であるが、具体的には以下のと
おりである。介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品
目（車いす、歩行器、歩行補助つえ）が含まれているところであり、それ
らの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。ただし、車いす
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等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択
することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体
状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これら
の品目については、法に基づく補装具費として支給して差し支えない。
２．その他
（１）介護保険サービスが利用可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認
定等を申請していない場合等は、介護保険サービスの利用が優先される旨
を説明し、申請を行うよう、周知徹底を図られたい。
（２）平成18年３月31日以前の身体障害者福祉法等による日常生活用具の給
付・貸与事業において、介護保険による福祉用具の対象となる品目につい
ては、介護保険法の規定による貸与や購入費の支給を優先して行うことと
されていたところであるが、法における地域生活支援事業については自立
支援給付とは異なり、地域の実情に応じて行われるものであり、法令上、
給付調整に関する規定は適用がないものである。しかしながら、日常生活
用具に係る従来の取り扱いや本通知の趣旨を踏まえ、地域生活支援事業に
係る補助金の効率的な執行の観点も考慮しつつ、その適切な運用に努めら
れたい。
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