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凡例
◆「第Ⅱ編　費用算定基準（単位数表）」のみかた

・原則として見開きの左側に，「費用算定基準（単位数表）告示」を掲載しています。
・「単位数表告示」により別に定められた「関係告示」を，網掛けで挿入しています。

・原則として見開きの右側に，「留意事項通知」を掲載しています。
・「留意事項通知」は適宜並び替え，告示との対応を分かりやすくしています。

「関係告示」の告示番号・項番を示しています。
この場合，「平成18年厚生労働省告示第556号
の第五号の七」です。

「留意事項通知」における項番を
示しています。対応する「単位数表告示」の項番等を示して

います。

「単位数表告示」の該当する項番等を記
載しています。

単位数や加減算の割合，または項目の見出し
を太字にしています。

「単位数表告示」「関係告示」は，周囲を罫線
で囲んでいます。

『〔　〕』は編注です。ここでは参照先を明示
しています。

告示も通知も，令和３年４月実施の改正部分
には下線を付しています。

令和３年４月改定により削除されたが経過措置に
よって算定されうる項目は二重取消線で示してい
ます。
（例）福祉・介護職員処遇改善加算（Ｖ）

他サービスの準用・参照規定がある場合に，
見出しに『■』を付して，該当項目を再掲し
ています。

「関係告示」は網掛けで，対になる部分の近
くに掲載し，「関係告示」の規定を把握しや
すくしています。
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10 11

1　障害者総合支援法の全体像Ⅰ︲1　障害福祉サービスを受けるまで

◎障害者・障害児が，その個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むための支援は，
障害者総合支援法・児童福祉法にもとづき，市町村が総合的・計画的に実施します。

◎地域社会での共生を実現していくため，相談支援にもとづく障害福祉サービス，地域の実情に応
じた地域生活支援事業によるサービスが提供されています。

　障害者総合支援法のサービスには，自立支援給付（障害福祉サービ
スや医療等）と地域生活支援事業があります。障害児には，児童福祉
法のサービスが提供されますが，障害者総合支援法の一定のサービス
を組み合わせて利用することができます。
　サービスの実施主体は，いずれも市町村（特別区を含む）※1です。
市町村は，地域での障害者の生活の実態を把握し，公共職業安定所や
教育機関と密接に連携して，自立支援給付と地域生活支援事業を総合
的・計画的に行います。また，情報提供や相談，調査や指導，権利擁
護のための必要な援助を行います。
　費用は市町村が支弁しますが，都道府県が25％，国が50％を負担・
補助するしくみとなっています。
●対象となる障害者・障害児の範囲
　障害者総合支援法は，障害者・障害児（身体障害，知的障害，精神
障害，難病等対象者）をサービス・支援の対象とします。障害種別に
かかわらず，共通の福祉サービスを共通の制度で提供します。
　難病患者については，「制度の谷間」のない支援を提供するために，
一定の範囲で対象※2とされています。

1 障害者総合支援法の全体像

1　障害者総合支援法による保健福祉施策

※1	精神通院医療の自立支援
医療，障害児入所支援は都
道府県等が実施します。な
お，都道府県等が実施する
事業について，国は費用の
50％を負担・補助します。

※2	難病により一定の障害の
状態にある人で，症状の変
動等により身体障害者手帳
が取得できない場合でも，
対象疾患に該当すれば対象
となります。対象疾患は，
令和元年７月から361疾患
に拡大されています。

※3	発達障害者支援法は，広
汎性発達障害（自閉症，ア
スペルガー症候群），学習
障害，注意欠陥多動性障害
などに類する脳機能の障害
で，通常低年齢で発現する
もののうち，言語・協調運
動・心理的発達・行動・情
緒の障害を発達障害として
います。

18
歳
以
上

⑴身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者
→一定の身体上の障害があり，身体障害者手帳の交付を受けている人
⑵知的障害者福祉法にいう知的障害者
→社会通念上知的障害と考えられる人（18歳未満は児童福祉法の対象だが，
15歳以上であれば児童相談所の判断により対象となる）
⑶精神保健福祉法第５条（統合失調症，精神作用物質による急性中毒・依
存症，知的障害，精神病質等の精神疾患がある人）に規定する精神障害
者（発達障害者支援法に規定する発達障害者※3を含み，知的障害者福
祉法にいう知的障害者を除く）
＊高次脳機能障害は，器質性精神障害として精神障害に分類されており，
医師の診断書などの証書類により確認された場合は給付の対象

⑷難病等対象者（継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける患者）

18
歳
未
満

⑸児童福祉法第４条第２項に規定する児童
①身体に障害のある児童　　②知的障害のある児童
③精神に障害のある児童（発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む）
⑹上記⑷の難病患者に該当する児童

総合支援法による障害者・障害児への保健福祉サービス

自立支援給付
〈国負担1/2〉

市町村

都道府県

児童福祉法
〈国負担1/2〉

●居宅介護（ホームヘルプ）
●重度訪問介護
●同行援護
●行動援護
●重度障害者等包括支援
●短期入所（ショートステイ）
●療養介護
●生活介護
●施設入所支援

介護給付
●更生医療
●育成医療
●精神通院医療※
　※実施主体は都道府県等

自立支援医療費

（施設入所の低所得者等の食費・
光熱水費の負担軽減）

特定障害者特別給付費

高額障害福祉
サービス等給付費

補装具費

療養介護医療費

●児童発達支援
●居宅訪問型児童発達支援
●医療型児童発達支援
●放課後等デイサービス
●保育所等訪問支援

障害児通所支援

障害児相談支援
障害児入所支援（都道府県）

●自立訓練
●就労移行支援
●就労継続支援
●就労定着支援
●自立生活援助
●共同生活援助（グループホーム）

訓練等給付

（サービス利用支援）
（継続サービス利用支援）

計画相談支援給付

地域相談支援給付
●地域移行支援
●地域定着支援

障
害
者
・
障
害
児

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

相
談
支
援

医
療

負
担
軽
減

●理解促進研修・啓発　　●自発的活動支援　　●相談支援　　●成年後見制度利用支援
●同・法人後見支援　　●意思疎通支援（手話通訳者派遣など）　　●日常生活用具の給付
●手話奉仕員養成研修　　●外出のための移動支援　　●地域活動支援センター機能強化
●日常生活支援（福祉ホームなど）　●社会参加支援　●権利擁護支援　●就業・就労支援

●専門性の高い相談支援　　●専門性の高い意思疎通支援　　●広域的な支援

支 

援

（●任意事業）

地域生活支援事業
〈国補助1/2以内〉
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1　障害者総合支援法の全体像Ⅰ︲1　障害福祉サービスを受けるまで

障害福祉サービス等の体系

サービス名 サービス内容 利用者数 施設・
事業所数

介
護
給
付

訪
問
系

居宅介護 者 児 自宅で，入浴，排せつ，食事の介護等を行う 188,068 20,679

重度訪問介護 者
重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により
行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に，
自宅で，入浴，排せつ，食事の介護，外出時における移動支援，入
院時の支援等を総合的に行う

11,567 7,391

同行援護 者 児 視覚障害により，移動に著しい困難を有する人が外出するとき，必
要な情報提供や介護を行う 25,344 5,788

行動援護 者 児 自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を回避す
るために必要な支援，外出支援を行う 11,446 1,814

重度障害者等包括支援 者 児 介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等複数のサービスを包括
的に行う 34 10

日
中
活
動
系

短期入所 者 児 自宅で介護する人が病気の場合などに，短期間，夜間も含め施設で，
入浴，排せつ，食事の介護等を行う 48,316 4,854

療養介護	 者 医療と常時介護を必要とする人に，医療機関で機能訓練，療養上の
管理，看護，介護および日常生活の世話を行う 20,941 257

生活介護 者 常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排せつ，食事の介護等を
行うとともに，創作的活動や生産活動の機会を提供する 292,089 11,382

施
設
系
施設入所支援 者 施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排せつ，食事の介護等を

行う 127,220 2,583

訓
練
等
給
付

居
住
支
援
系

自立生活援助 者
ひとり暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため，１年間，定期
的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し，
必要な支援を行う

955 234

共同生活援助 者 夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談，入浴，排せつ，食事の介護，
日常生活上の援助を行う 139,725 9,861

訓
練
系
・
就
労
系

自立訓練（機能訓練）	 者 自立した日常生活または社会生活ができるよう，一定期間，身体機
能の維持，向上のために必要な訓練を行う 2,198 176

自立訓練（生活訓練）	 者 自立した日常生活または社会生活ができるよう，一定期間，生活能
力の維持，向上のために必要な支援，訓練を行う 12,878 1,204

就労移行支援 者 一般企業等への就労を希望する人に，一定期間，就労に必要な知識
や能力の向上のために必要な訓練を行う 35,217 3,013

就労継続支援（A型） 者 一般企業等での就労が困難な人に，雇用して就労する機会を提供す
るとともに，能力等の向上のために必要な訓練を行う 75,088 3,888

就労継続支援（B型） 者 一般企業等での就労が困難な人に，就労する機会を提供するととも
に，能力等の向上のために必要な訓練を行う 282,430 13,730

就労定着支援 者 一般就労に移行した人に，就労に伴う生活面の課題に対応するため
の支援を行う 12,624 1,339

児
童
福
祉
法

障
害
児
通
所
系

児童発達支援 	 児 日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活
への適応訓練などの支援を行う 128,011 7,954

医療型児童発達支援 	 児 日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活
への適応訓練などの支援や治療を行う 1,824 90

放課後等デイサービス 	 児 授業の終了後または休校日に，児童発達支援センター等の施設に通
わせ，生活能力向上の訓練，社会との交流促進などの支援を行う 249,628 15,554

障
害
児
訪
問
系

居宅訪問型児童発達支援 	 児 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発
達支援を行う 207 77

保育所等訪問支援 	 児 保育所等，乳児院・児童養護施設を訪問し，障害児に障害児以外の
児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う 9,817 1,029

障
害
児
入
所
系

福祉型障害児入所施設 	 児 施設に入所している障害児に対して，保護，日常生活の指導や知識
技能の付与を行う 1,405 185

医療型障害児入所施設 	 児 施設に入所または指定医療機関に入院している障害児に対して，保
護，日常生活の指導，知識技能の付与，治療を行う 1,912 194

相
談
支
援
系

計画相談支援 者 児
【サービス利用支援】申請時（支給決定前）にサービス利用計画案を
作成／決定後に事業者等と連絡調整しサービス利用計画を作成
【継続サービス利用支援】サービス利用状況等の検証（モニタリング）
／事業所等との連絡調整，必要に応じた新たな申請の勧奨

185,992 8,970

障害児相談支援 	 児
【障害児支援利用援助】申請時（給付決定前）に利用計画案を作成／
決定後に事業者等と連絡調整し利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】モニタリング／事業所等と連絡調整等

56,377 5,223

地域移行支援 者 住居の確保等，地域での生活に移行するための活動に関する相談，
各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う 658 349

地域定着支援 者 常時，連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等に
おける相談，事業所等と連絡帳など，緊急時の各種支援を行う 3,845 559

※表中の 者 は「障害者」，児 は「障害児」が利用できるサービス。※利用者数と施設・事業所数は，令和２年11月サービス提供分（国保連データ）

　障害者総合支援法にもとづく自立支援給付は，障害福祉サービスま
たは相談支援の給付費，自立支援医療などの公費負担医療費※4，補
装具費，利用者負担を軽減するための給付費を支給するものです。
　支給は，一人ひとりの障害者・障害児の状況などをふまえて，個別
に決定されます。

2　自立支援給付と地域生活支援事業

※5	障害児通所支援のうちの
医療型児童発達支援セン
ターでの治療は「肢体不自
由児通所医療費」として，
障害児入所支援のうちの医
療型障害児入所施設での治
療は「障害児入所医療費」
として，医療保険（診療報
酬）の自己負担分について
児童福祉法による公費負担
医療が行われます。

※4	自立支援医療には①更生
医療（18歳以上の身体障
害者），②育成医療（18歳
未満の身体障害者），③精
神通院医療があります（難
病患者の公費医療は難病法
により行われます）。療養
医療介護は療養介護（医療
機関で提供される医療と介
護）の医療部分です。公費
負担は公的医療保険の患者
負担分が対象です。

●障害福祉サービスと計画相談支援
　障害福祉サービスには，介護の支援を提供する「介護給付」と訓練
等の支援を提供する「訓練等給付」があります。障害者等は，利用し
たいサービスを選んで市町村に申請し，市町村で支給決定が行われる
と，サービス等利用計画にしたがってサービスが実施されます。
　計画相談支援は，障害者等からの相談に応じ，心身の状況や環境，
サービス利用の意向などから判断してサービス等利用計画を作成，事
業所等との連絡調整を行うとともに，利用状況を検証します。
●地域相談支援
　「地域移行支援」は，障害者支援施設等を利用する人を対象として，
地域移行支援計画の作成，相談による不安解消，外出への同行支援，
住居確保，関係機関との調整等を行います。
　「地域定着支援」は，居宅で単身で生活している障害者等を対象に
常時の連絡体制を確保し，緊急時には必要な支援を行います。
●児童福祉法の障害児福祉サービス
　障害児には，障害児相談支援にもとづく障害児通所支援や，都道府
県が実施する障害児入所支援が提供されます。
　さらに，障害者総合支援法の障害福祉サービスのうち一定のものを，
計画相談支援にもとづき併せて利用できます。なお，自立支援医療費
※5や補装具費も障害者総合支援法から支給されます。

障害福祉
サービス

介護給付費 市町村による支給決定を経てサービスが提供
される（事業所等が法定代理受領により現物
給付）

訓練等給付費

相談支援
計画相談支援給付費

地域相談支援給付費 市町村による地域相談支援給付決定が必要
（事業所等による現物給付）

自立支援医療費 市町村等による支給認定が必要（医療機関に
よる現物給付）

療養介護医療費 市町村による支給決定が必要（医療機関によ
る現物給付）

補装具費 市町村が申請を受けて支給認定
特定障害者特別給付費（補足給
付）

市町村の支給決定が必要（障害者支援施設等
による現物給付）

高額障害福祉サービス等給付費 市町村が申請を受けて支給決定
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2　サービス内容の支給決定Ⅰ︲1　障害福祉サービスを受けるまで

◎障害福祉サービスをはじめとする自立支援給付は，市町村が障害者・障害児の保護者の申請を受
けて，サービスの必要性を総合的に判定して支給決定します。

◎障害福祉サービスは，障害者個々のニーズに応じて提供されます。支給決定では，サービス等利
用計画にもとづき，提供されるサービスの種類と月単位の支給量，利用期間が定められます。

　障害者または障害児の保護者は，自立支援給付を受けようとすると
き，居住地の市町村に申請して支給決定等※1を受けます。
　障害福祉サービスの介護給付費等の支給決定は，障害者の心身の状
況（障害支援区分），社会活動や介護者，居住等の状況，サービス等
利用計画案，サービスの利用意向などを勘案し行われます。

2 サービス内容の支給決定

1　支給申請から支給決定までの概要

※1	介護給付費・訓練等給付
費の支給決定，地域相談支
援給付費の給付決定，自立
支援医療費の支給認定（一
部は都道府県），補装具費
の認定をいいます。

◆介護給付費等についての支給決定の流れ（概要）
⑴支給（給付）決定の
申請

障害福祉サービスを利用しようとする障害者や障害児の保護者は，相談支援事業者や市
町村に相談のうえ，居住地の市町村に支給申請を行う（本人の依頼により代行も可）

⑵サービス等利用計画
案の提出依頼【市町村】

申請者に提出を依頼する（介護保険でのケアプラン作成対象者には，障害福祉サービス
固有の行動援護，同行援護，自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援等の
利用を希望する場合で，市町村が必要と認める場合に依頼する）

⑶障害支援区分認定調
査【市町村】

市町村の認定調査員が本人や保護者等と面接をし，障害及び難病共通の認定調査〈心身
の状況に関するアセスメント〉を行う（併せてサービスの利用意向聴取もできる）

⑷概況調査 認定調査に併せて，本人および家族等の状況や，現在のサービス内容や家族からの介護
状況等を調査する

障害支援区分の認定【市
町村】

⑸医師意見書の聴取（市町村は主治医等に，障害者の疾病，身体の障害内容，精神の状況，
介護に関する所見など，医学的知見から意見を求める）

⑹一次判定（コンピュータ判定）
⑺市町村審査会での審査判定（二次判定）
⑻障害支援区分の認定（市町村は市町村審査会の審査判定結果にもとづき認定）

⑼サービスの利用意向
の聴取【市町村】

障害支援区分の認定を行った申請者等の支給決定を行うため，申請者から申請に係る
サービスの利用意向を聴取する

⑽サービス等利用計画
案の提出

障害者等は，指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出する（身
近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合などは，指定特定相談支援事業者以外が
作成するサービス等利用計画案を提出できる）

支給決定案の作成【市
町村】

⑾市町村は，障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果，サービス等利用計画案等を
ふまえ，市町村が定める支給決定基準等にもとづき支給決定案を作成する

⑿市町村は，支給決定案が市町村の支給決定基準等と乖離するときは，「非定型の支給
決定」等として市町村審査会に意見を求めることができる

⒀支給決定【市町村】 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ふまえ，支給決定を行う
⒁サービス等利用計画
の作成【指定特定相談
支援事業者】

指定特定相談支援事業者は，支給決定が行われた後に，指定障害福祉サービス事業者，
指定一般相談支援事業者等との連絡調整等を行うとともに，サービス種類・内容等を記
載したサービス等利用計画を作成する

注１　訓練等給付：⑸～⑻までは行いません。ただし，入浴，排せつ，または食事等の介護を伴う共同生活援助の場合は行われます。
注２　同行援護：⑶障害支援区分認定調査を行う前に「同行援護アセスメント調査票」による調査を行い，⑸医師意見書の聴取，⑹一次

判定（コンピュータ判定）は行われません。また，⑻障害支援区分の認定は，障害支援区分３または４以上の利用者を支援した場合
の加算（「区分３以上支援加算」）を決定することが不要と見込まれる場合は行われません。

注３　地域相談支援給付：⑶～⑻までは行いません。

※2	障害支援区分の審査判定
基準は「障害支援区分に係
る市町村審査会による審査
及び判定の基準等に関する
省令（平成26年厚生労働
省令第５号）」（区分省令）
に定められています。

◆一次判定（コンピュータ判定）と二次判定（市町村審査会）

　障害支援区分は，「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態
に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」です。
透明で公平な支給決定を実現する観点から，次の３点を基本的な考え
方として開発されています。
⑴身体障害，知的障害，精神障害，難病等の特性を反映できるよう配

慮しつつ，共通の基準とする
⑵認定調査員や市町村審査会委員の主観によって左右されにくい客観

的な基準とする
⑶審査判定プロセスと審査判定に当たっての考慮事項を明確化する
●一次判定（コンピュータ判定）と二次判定（市町村審査会）
　障害支援区分は，一次判定と二次判定を経て判定されます。一次判
定では，認定調査（80項目）の結果と医師意見書の一部項目をふまえ，
区分※2の内容が組み込まれたソフト（障害支援区分判定ソフト2014）
を活用した一次判定処理が行われます。
　二次判定（市町村審査会）では，一次判定結果を原案として，認定
調査の特記事項と医師意見書（一次判定評価項目を除く）の内容を総
合的に勘案した審査判定が行われます。「審査対象者に必要な支援の
度合い」と「一次判定結果が示す区分等の支援の度合い」とを比較し，
より多い（少ない）支援が必要と判断される場合には，一次判定の結
果を変更する必要があるか，検討することとなります。
●認定の有効期間 3年の短縮
　認定の有効期間※3は３年を基本とし，障害者の心身の状況から状
態が変動しやすいと考えられる場合等は，審査会の意見にもとづいて
３か月以上３年未満の範囲で有効期間の短縮が行われます。
　なお，初回の認定は，市町村事務処理の平準化のため，審査会の意見
をふまえて３年６か月までの範囲内で市町村が有効期間を定めます。
　同行援護アセスメント調査票の有効期間についても同様です。

2　障害支援区分の認定

※3	新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から，更新
認定で調査が困難な場合，
従来の有効期間に12か月
の範囲内で市町村が定める
期間を合算できます（自立
支援医療等も同様の取扱
い）。

障
害
支
援
区
分

一次判定（コンピュータ判定）

特記事項
医師意見書（一次判定で評価した項目を除く）

認定調査項目【80項目】
医師意見書【24項目】

二次判定（市町村審査会） 区分６
～

区分１

非該当

一次判定では，医師意見書の一部項目（麻痺，関節の拘縮，精神症状・能力障害二軸評価，生活障害評価，てんかん）
が活用されています。
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2　サービス内容の支給決定Ⅰ︲1　障害福祉サービスを受けるまで

　障害者個々のニーズや地域のサービス提供基盤は多様であることを
ふまえて，原則として，併給できないサービス※6の組み合わせは特
定されていません。報酬が重複しない利用形態であれば，障害者の自
立を効果的に支援する観点から，市町村が支給決定時に必要性を判断
し，特に必要と認める場合は併給が認められています。

4　同時に支給決定できるサービス（併給調整）
※6	重度障害者等包括支援と
他の障害福祉サービス，就労
定着支援と自立生活援助ま
たは自立訓練（生活訓練），
自立生活援助と地域定着支
援は，支援内容が重複して
いるため併給できません。

市町村が必要と認める場合 介護給付費・訓練等給付費

⑴在宅の障害者で，適当と認める障害福祉サービス支給量が介護保険給付等の
みで確保できない場合（介護保険給付等の区分支給限度額の制約など） ➡ その限りで（足りない分に

ついて）支給できる

⑵利用可能な介護保険サービスの事業所や施設が身近にない（利用定員に空き
がない）など，介護保険サービスを利用することが困難な場合 ➡ その事情が解消するまでの

間に限り，支給できる

⑶介護保険の要介護認定等で非該当と判定されるなど介護保険サービスを利用
できない場合で，なお申請する障害福祉サービスによる支援が必要な場合 ➡ 支給できる（障害支援区分

が認定された場合）

　自立支援給付は，その障害の状態につき，介護保険法の介護給付や
健康保険法の療養の給付など※4のうち，自立支援給付に相当するも
のを受けられるときなどは，その部分について行われません。
　市町村は，障害支援区分の認定調査や勘案事項調査等で介護給付費
等の支給が必要となった事情を把握し，他法との給付調整事由に該当
する場合には，支給決定を行わないか，他法から給付を受けられる部
分等を支給量から除くなどの調整を行います。
●介護保険制度との適用関係
　介護保険給付または地域支援事業と自立支援給付との適用関係につ
いては，介護保険給付等（介護給付，予防給付，市町村特別給付，第
一号事業）が優先されます。したがって，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※5は，基
本的には相当する介護保険サービス等が優先されます。
　しかし，障害者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，介護保険サービスで必要な支援を受けられるかを一概に判
断することは困難です。このため，障害福祉サービスの種類に応じて
相当する介護保険サービスを特定し，それを優先的に利用する形はと
られず，個別ケースにより判断されます。
　介護保険給付が受けられない，または地域支援事業を利用できない
次のような場合には，その限りで介護給付費等の対象となります。

3　他法のサービスとの給付調整

※4	自立支援医療は原則とし
て保険優先・他法優先で，
介護給付費等も災害補償関
係法令による介護サービス
が優先します。その他，国・
地方公共団体の負担で自立
支援給付に相当するもの
（たとえば国家賠償法にも
とづく賠償としての給付な
ど）が行われたときも，そ
の限度で行われません。な
お，優先される給付を実際
に受けていない場合でも，
受給可能であれば自立支援
給付は行われません。

※5	行動援護，同行援護，自
立訓練（生活訓練），就労
移行支援，就労継続支援等
は，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
固有のサービスであり，調
整は行われません。

　介護給付費等の支給決定を公平・適正に行うた
めには，市町村は，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ることが
適当とされています。作成に際し，国庫負担基準
は，あくまで国が市町村の支弁額に国庫負担する
際の１人当たり基準額であり，個々の利用者に対
する支給量の上限となるものではありません。

　支給決定基準は，障害支援区分のほか，介護を
行う人の状況，日中活動の状況，他のサービスの
利用状況などの勘案事項を基礎に設定することが
想定されます。なお，置かれている環境（居住の
状況等）など数値化が困難な事項は，個々に勘案
することが適当とされます。
　地域相談支援給付費等についても同様です。

■市町村での支給決定基準等の作成

◆同時に支給決定できるサービスの具体的な運用

サービス種類 原則的な取扱い 具体的な運用例

⑴重度訪問介護 同一事業者はこれに加え
て身体介護や家事援助等
を算定できない

事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困
難な場合は，身体介護等を提供できる

⑵施設入所支援を
受ける障害者

日中活動サービスは併せ
て支給決定を行う（他の
障害福祉サービスは利用
できない）

一時帰宅時に，市町村が特に必要と認める場合，施設入所支援の
報酬が算定されない期間は訪問系サービスの支給決定ができる
（日中活動サービスも利用できる）

⑶共同生活援助を
行う住居に入居
する者（体験的
利用を行う者を
含む）

入居中は，居宅介護・重
度訪問介護を利用できな
い（例外あり）

①一時帰宅時に，市町村が特に必要と認める場合，共同生活援助
の報酬が算定されない期間は，居宅介護・重度訪問介護の支給決
定ができる（日中活動サービスも利用できる）
②慢性の疾病等で医師の指示により定期的に通院を必要とする場
合に限り，居宅介護の通院等介助・通院等乗降介助を利用できる

⑷施設入所者・共
同生活援助を行
う住居に入所
（入居）する者

入所（入居）中は，原則
として短期入所を利用で
きない（例外あり）

一時帰宅時に短期入所が必要な事情が生じた場合，一時帰宅中の
施設入所支援等の報酬が算定されない期間は，帰宅先の介護者の
一時的事情により必要な介護を受けることが困難で，かつ，帰宅
先と入所施設等が遠隔地で直ち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ができる

⑸日中活動サービ
ス

効果的な支援を図る観点
から，通常，同一種類の
サービスを継続して利用
する	

市町村が特に必要と認める場合には，複数の日中活動サービスを
組み合わせて支給決定できる（この場合でも，市町村が日中活動
サービス利用と併せて宿泊型自立訓練が特に必要と認めた場合を
除き，同一日に複数の日中活動サービスは利用できない）

※重度障害者等包括支援は，他の障害福祉サービスとの併給はできません。

　職住分離や地域移行という基本的な考え方は維
持しつつ，次の利用の組み合わせが必要な場合に
は，指定特定相談支援事業者によるサービス等利
用計画案の作成手続を経た上で，市町村の判断に
より認められます。
⑴生活介護と施設入所支援との組み合わせ
　サービス提供体制等やむを得ない事情により，
通所で介護等を受けることが困難な場合
⑵就労継続支援Ｂ型と施設入所支援の組み合わせ
①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場合
②サービス提供体制等やむを得ない事情により，
通所で訓練等を受けることが困難な場合
　対象者は，障害支援区分が４（50歳以上は３）
より低い人のうち，特定旧法受給者等の要件を満
たす人などです。
　新規の入所希望者も対象となりますが，「⑴生
活介護と施設入所支援」は障害支援区分１以上が
対象で，通所による生活介護の利用要件（障害支
援区分３〈50歳以上２〉以上）は変更されません。

■サービス等利用計画と障害福祉サービスの利用の組み合わせ
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2　サービス内容の支給決定Ⅰ︲1　障害福祉サービスを受けるまで

　訓練等給付に係る障害福祉サービスについては，障害者本人の希望
を尊重し，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事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の
確認，②事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間
を設定した暫定支給決定※7が行われます。
●対象サービスと暫定支給決定期間
　暫定支給決定の対象サービス※8は次のとおりで，明らかにサービ
ス内容に適合しない場合を除いて，暫定支給決定が行われます。
⑴自立訓練（機能訓練，生活訓練，宿泊型自立訓練）
⑵就労移行支援
⑶就労継続支援Ａ型（雇用契約を締結せずに利用する人を含む）
　訓練等給付費の支給決定に当たっては，障害支援区分の認定は行わ
れません。ただし，地域内のサービス資源に限りがあり，利用希望者
が定員枠を超えるような場合には，自立訓練（機能訓練・生活訓練）
に限り，訓練等給付に関連する項目の調査結果をスコア化し，待機期
間と併せて，適宜支給決定の参考とされます。
　暫定支給決定期間は，２か月以内の範囲で個別ケースに応じて設定
されます。なお，市町村によっては，本支給決定期間を含む期間であ
らかじめ支給決定する方法がとられています。

5　訓練等給付の支給決定

※7	サービスが障害者に適し
たものかどうかをあらかじ
め評価（アセスメント）す
るための期間（暫定支給決
定期間）についての支給決
定で，主に評価を目的とし
た短期間の支給決定です。

※8	就労継続支援Ｂ型，就労
定着支援，自立生活援助，
共同生活援助について，暫
定支給決定は行われませ
ん。また，基準該当自立訓
練（機能訓練・生活訓練）
と共生型自立訓練（機能訓
練・生活訓練）について，暫
定支給決定は要しません。

◆訓練等給付を希望する場合の支給決定
①利用
申請

②サービス等
利用計画案
の提出依頼

③障害支援
区分認定
調査

④概況
調査

⑤サービス
利用意向
の聴取

⑥サービス等
利用計画案
の提出

⑦暫定
支給
決定

⑧個別
支援
計画

⑨支給
決定

⑩サービス
等利用計
画の作成

⑴個別支援計画の
作成

【サービス提供事業者】利用者のアセスメントを行って，暫定支給決定期間の個別支援計画
を作成し，計画にもとづき支援を実施する

⑵支援実績と評価
結果のまとめ

【サービス提供事業者】暫定支給決定期間内に実施した①アセスメント内容，②個別支援計画，
③支援実績，④評価結果を，市町村と指定特定相談支援事業者に提出する

⑶改善効果の評価 【市町村】暫定支給決定期間経過後，
利用者がサービスの継続を希望する
場合，サービス提供事業者の報告や
指定特定相談支援事業者のモニタリ
ング結果をふまえ（必要に応じて聴
き取り），サービス継続による改善
（維持を含む）効果が見込まれるか
を判断する

①改善（維持）効果が見込まれる場合
個別支援計画にもとづく本来的な訓練に移行（改めて
サービス等利用計画案の提出はもとめない）

②改善が見込まれない場合のサービス調整
市町村，サービス提供事業者，指定特定相談支援事業
者，利用者（必要に応じて家族や関係機関等関係者）
による連絡調整会議を開催し，今後のサービス利用に
ついて調整を行う

⑷個別支援計画の
交付

【サービス提供事業者】本来的な訓練に当たって，暫定支給決定期間中のアセスメント結果
等にもとづき，標準利用期間（暫定支給決定期間を含む）の範囲内で，適切なサービス提供
期間を設定し，これをふまえて作成した個別支援計画を利用者へ交付する

　地域移行支援と地域定着支援についての地域相談支援給付費の給付
決定（地域相談支援給付決定）では，障害支援区分の認定は行われま
せんが，対象者の状況を把握して適切に決定を行うため，障害支援区
分認定調査の調査項目についての調査は実施されます。
　給付決定に当たっては，申請者についてのその他の勘案事項やサー
ビス等利用計画案を十分にふまえて判断されますが，必要に応じて市
町村審査会や身体障害者更生相談所等の意見が聴取されます。
●地域移行支援の対象
　地域移行支援は，次に該当する障害者で，地域生活移行のための支
援が必要な人を対象とします（⑶⑷⑸は平成26年４月から対象）。
⑴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（児童福祉施設に入所する18歳以上，障害者
支援施設等に入所する15歳以上も対象）

⑵精神科病院に入院している精神障害者※9
⑶救護施設や更生施設に入所している障害者
⑷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

る障害者
⑸更生保護施設に入所している障害者，自立更生促進センター・就業

支援センター・自立準備ホームに宿泊している障害者

6　地域相談支援給付費の給付決定

※9	地域移行支援の対象とな
る精神科病院には，医療観
察法の指定医療機関も含ま
れており，医療観察法の対
象者の支援に当たっては保
護観察所と連携します。

◆地域相談支援給付費の給付決定と勘案事項
①利用
申請

②サービス等利
用計画案の提
出依頼

③障害支援区分
認定調査項目
の調査

④サービス
利用意向
の聴取

⑤サービス等
利用計画案
の提出

⑥給付決定案の
作成（審査会
の意見聴取）

⑦給付
決定

⑧サービス
等利用計
画の作成

⑴障害の種類・程度，
その他心身の状況

障害者手帳等に記載されている障害の状況のみに着目するのではなく，障害があるがゆ
えに日常生活を営むのに支障をきたしている状況等を含めて勘案する（具体的には，認
定調査の調査項目に係る調査をもって障害の程度を含めた心身の状況を把握する）

⑵地域相談支援給付や
他のサービス等の利
用状況

申請されたサービス以外のサービスの利用状況をふまえ，地域相談支援給付決定により
その障害者が全体としてどのようなサービスを受けながら生活することになるのかを把
握した上で地域相談支援給付決定を行う

⑶地域相談支援の利用
に関する意向の具体
的内容

受けようとする地域相談支援の内容，利用目的等，具体的にどのような利用の意向があ
るのかを勘案する（特に，地域移行支援については，地域生活への移行に向けた意欲を
含め，本人がどのような生活をしていきたいのかを十分考慮する必要がある）

⑷障害者等の置かれて
いる環境

①地域移行支援：障害者の入院（入所）期間，家族関係や地域生活への移行後の生活環
境（例えば，事業所・施設や医療機関までの距離や交通手段）等
②地域定着支援：家族等の同居の有無，同居家族等の年齢，心身の状況・就労状況，同
居家族等による緊急時等に必要となる支援の見込み等

⑸地域相談支援の提供
体制の整備の状況

地域相談支援給付決定に当たっては，実際に地域相談支援を利用できる見込みがあるこ
とが必要であり，障害者等からの利用予定事業者・施設の聴き取りに加えて，障害者や
障害児の保護者からの求めに応じ，あっせん・調整，要請を行うなどにより判断
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2　サービス内容の支給決定Ⅰ︲1　障害福祉サービスを受けるまで

　障害児は，介護給付のうち居宅介護，同行援護，行動援護，重度障
害者等包括支援，短期入所を利用できます。障害児については，発達
途上にあり障害の状態が変化することなどから，障害支援区分は設け
られておらず，支給決定は次のとおり行われます。
⑴居宅介護，短期入所：障害の種類や程度の把握のために，次の５領

域11項目の調査※10を行い，支給※11や支給量が決定されます。
領域 ①食事 ②排せつ ③入浴 ④移動 ⑤行動障害・精神症状（７項目）

区分 全介助／一部介助 ほぼ毎日／週１回以上の支援等

⑵行動援護：上記５領域の調査のほか，行動援護の判定基準12項目の
調査等が行われ，障害者と同様の基準で対象となります。

⑶同行援護：同行援護アセスメント調査票により調査を行い，障害者
の場合と同様の基準で対象となります。また，障害支援区分３以上
に相当することが見込まれる場合，上記５領域の調査の上で，区分
３または４以上を支援した場合の加算の要否が決定されます。

⑷重度障害者等包括支援：障害者の認定調査と同じ80項目の調査と，
四肢すべての麻痺等の有無の調査を行い，市町村審査会の意見を聴
いて支給が決定されます※10。
⑸重度訪問介護（15歳以上）：児童相談所長が利用を認めた場合，障

害者とみなして，同じ手続きで支給が決定されます。

7　障害児の支給決定（介護給付）

※10	NICU等での集中治療
を経て退院した直後の医療
的ケア児については，５領
域11項目の調査に加えて
医療的ケアの判定スコアの
調査における医師の判断を
ふまえて支給の要否と支給
量が決定されます（ただし，
保護者が判定スコアの調査
を望まない場合は省略され
ます）。

※11	通院等介助（身体介護
を伴う場合）の対象者につ
いては，この調査を行った
上で，障害者の判断基準に
準じ，通院等介助のサービ
ス提供時に「歩行」「移乗」
「移動」「排尿」「排便」に
ついて支援が必要と想定さ
れるかによって判断されま
す。

◆障害児の支給申請・調査から支給決定まで

支　　給　　申　　請

概　　況　　調　　査

必要に応じ児童相談所等の意見聴取

勘 案 事 項 調 査 項 目（○日中活動  ○介護者  ○居住など）

サ　ー　ビ　ス　の　利　用　意　向　聴　取

サ　ー　ビ　ス　等　利　用　計　画　案　の　提　出

支　　　　　給　　　　　決　　　　　定

市町村審査会の意見
障害者の支給決定
プロセスへ

①居宅介護，短期入所 ②同行援護 ③行動援護 ⑤重度訪問介護④重度障害者等包括支援
５領域11項目の調査 アセスメント調査票に

よる調査
児童福祉法附則第
63条の３にもと
づき児童相談所長
から市町村長が通
知を受けた場合

①+12項目による調査
80項目の認定調査およ
び四肢すべての麻痺等
の有無の調査

　障害児は児童福祉法にもとづく障害児通所支
援，障害児入所支援，障害児相談支援を受けられ
ます。障害児通所支援に係る障害児通所給付費の
給付決定は，申請者である障害児の保護者の居住
地の市町村が行い，実施主体となります。
　なお，障害児入所支援（福祉型，医療型）に係
る障害児入所給付費の給付決定は，都道府県また
は指定都市・児童相談所設置市が行います。
●給付決定に当たっての勘案事項
　支給決定に当たって都道府県や市町村は，次の
事項を勘案して支給決定を行います。
⑴障害児の障害の種類・程度その他の心身の状態
⑵障害児の介護を行う者の状況
⑶障害児の保護者に関する障害児通所給付費・障

害児入所給付費・介護給付費等の受給状況
⑷障害児の保健医療・福祉サービス等の利用状況
⑸障害児や保護者の障害児通所・入所支援の利用

に関する意向の具体的内容
⑹障害児の置かれている環境
⑺障害児通所・入所支援の提供体制の整備の状況
　なお，通所給付決定に当たっては，介助の必要性
や障害の程度の把握のために，総合支援法と同様
の５領域11項目の調査が行われます（前頁参照）。

●支援の種類ごとの通所給付決定
　市町村は，申請のあった障害児通所支援の種類
に応じ，申請者からの具体的な利用意向の聴き取
り等をふまえ，通所給付決定を行うとともに，障
害児通所支援の種類ごとに支給量と通所給付決定
の有効期間を定めます。
　障害児の保護者の個々のニーズや地域のサービ
ス提供基盤は多様であることなどから，原則とし
て，併給できないサービスの組み合わせは特定せ
ず，市町村が必要性を判断します。
　たとえば，①障害児入所施設の入所障害児につ
いて，一時帰宅中に必要な事情が生じた場合の通
所給付決定，②児童発達支援（医療型を含む）ま
たは放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を
組み合わせた通所給付決定などが可能です。
●入所給付決定における給付決定期間
　都道府県が行う入所給付決定の方法は，通所給
付決定の場合とほぼ同様です。ただし，給付決定
期間は３年を超えることはできません。特に有期
有目的の支援を行う場合は，医師の意見書に加え，
移行先の環境調整に要する期間等を総合的に勘案
して決定します。

障害児通所・入所給付費の給付決定（児童福祉法）

◆児童福祉法の通所給付決定の流れ
⑴支給申請 障害児の保護者は，市町村に支給申請を行う

※18歳到達後（20歳に達するまで）も放課後等デイサービスを引き続き受けようとするときは，本人が申請

⑵障害児支援利用計画
案の提出依頼

市町村は，通所給付決定を申請（変更申請）した障害児の保護者に対し，障害児
支援利用計画案の提出を依頼する

⑶調査 市町村は，支給申請があったときは，障害児または保護者と面接をし，その心身
の状況，その置かれている環境などについて調査を行うとともに，障害児および
保護者の障害児通所支援の利用に関する意向を聴取する

⑷障害児支援利用計画
案の提出

障害児の保護者は，指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案
を市町村に提出する（身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合などは，
指定事業者以外が作成する障害児支援利用計画案を提出できる）

⑸児童相談所等の意見
聴取

市町村は，必要に応じて，児童相談所などの意見を聴くことができる（児童相談
所は意見を述べるに当たって，必要に応じて障害児や保護者・家族，医師などの
関係者の意見を聴くことができる）

⑹通所支給要否決定 市町村は，通所給付決定の勘案事項，児童相談所等の意見，障害児支援利用計画
案を勘案して支給の要否を決定する

⑺障害児支援利用計画
の作成

指定障害児相談支援事業者は，通所給付決定が行われた後に，指定障害児通所支
援事業者との連絡調整等を行うとともに，給付決定等に係る障害児通所支援の種
類と内容等を記載した障害児支援利用計画を作成する

第1編.indb   20-21 2021/06/10   11:09



60 61

5　介護給付②　日中活動と住まいの場の提供Ⅰ−2　サービス内容と指定基準

　居宅での介護者の病気などの理由※5により，障害者支援施設，児
童福祉施設などの施設に短期間入所する障害者・障害児に，夜間も含
め入浴・排せつ・食事の介護などの必要な支援を行います。
●短期入所の対象者
⑴障害支援区分１以上である障害者
⑵必要な支援の度合が区分１以上に該当する障害児
　なお，障害児の短期入所では，別に定める区分１・２・３に応じて，
市町村が障害児について認めた区分で算定されます。

●短期入所の報酬区分
　短期入所は，障害者支援施設等や児童福祉施設等が実施する福祉型
と，医療機関が実施する医療型とに大きく分けられるほか，①障害者
か障害児か，②日中活動系サービスの利用の有無等に応じ，報酬単価
が設定されています。また，医療型では，宿泊を伴わない利用形態も
設定されています。
　また，医療的ケアが必要な障害児者の受入れを積極的に支援するた
めの福祉型強化短期入所サービス費を算定するには，①併設型や空床
型については，医療的ケアが必要な障害児者を受け入れる場合は看護
職員を常勤で１人以上配置，②単独型については，通常の区分に加え
て，看護職員を常勤で１人以上配置します。
●長期（連続）利用日数および年間利用日数
　長期（連続）利用日数については，介護保険サービスの短期入所生
活介護と同様に，30日までが限度とされています。また，年間利用日
数については，１年の半分（180日）を目安にすることが計画相談支
援の指定基準に位置付けられています。

※5	介護者との同居がサービ
ス利用の要件ではなく，単
身の利用者であっても，本
人の心身の状況等から市町
村が特に必要と認める場合
は，サービス利用が可能で
す。

4　短期入所（ショートステイ）

区分３ ①食事・排せつ・入浴・移動の３以上が全介助，②著しい行動障害等
区分２ ①上記３以上が全介助または一部介助，②行動障害等
区分１ 上記１以上が全介助または一部介助（区分２・３に該当しない場合）

福祉型短期入所 医療型短期入所
対象者 18歳以上：障害支

援区分１以上
障害児：障害児支援
区分１以上

次の例を含む重症心身障害児・障害者等
・区分６に該当し，気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を実施
・区分５以上に該当する遷延性意識障害者で医療的ケアスコア８点以上
・医療的ケアスコア16点以上の障害児　等（第Ⅱ編第１章第３節第７の１参照）

実施主体 法人であること 病院，有床診療所，老人保健施設，無床診療所（日中のみの場合のみ）
※法人格のない病院，診療所も指定の対象

サービス 入浴，排せつおよび
食事の介護等

入浴，排せつおよび食事の介護等
※医療ニーズの高い障害者・障害児に対する計画的な医学的管理や療養上必要
な措置を実施した場合，加算による評価を実施

◆福祉型短期入所と医療型短期入所の概要

●事業所の種類
　短期入所を行う事業所は，次の３つの類型があります。
⑴併設事業所
　①指定障害者支援施設，②児童福祉施設，③指定宿泊型自立訓練事
業所または④指定共同生活援助事業所等に併設され，指定短期入所の
事業を行う事業所としてその指定障害者支援施設等と一体的に運営を
行う事業所をいいます。
　併設事業所は，従業者の勤務体制を含め，併設本体施設の事業に支
障が生じない場合であって，かつ，専ら指定短期入所の用に供される
居室において，指定短期入所を提供する場合に限り，実施できること
になっています。
⑵空床利用型事業所
　利用者に利用されていない指定障害者支援施設等（上記①〜④）の
全部または一部の居室で指定短期入所の事業を行う事業所です。
⑶単独型事業所
　上記⑴の①②，⑵以外の施設で，利用者に利用されていない入浴，
排せつおよび食事の介護などの必要な支援を適切に行うことができる
施設の居室において，指定短期入所の事業を行う事業所をいいます。

従
業
者

⑴併設
事業所

①② 併設事業所に置くべき従業者の員数は，指定短期入所の利用者の数を，併設本体施設の利
用者の数とみなした上で，当該本体施設として必要とされる数以上

③④ 指定短期入所と同時に他のサービスを提供する時間帯⇒それぞれのサービスの利用者の合
計数を，当該サービスの利用者の数とみなした場合における，当該サービスにおける生活
支援員等として必要とされる数以上
上記以外の指定短期入所の提供時間帯⇒利用者６：１以上となるよう生活支援員等を配置

⑵空床利用型 ⑴と同じ
※介護保険法による指定短期入所生活介護事業所または基準該当短期入所生活介護事業所
について，空床利用型事業所として指定する場合における従業者の員数は，介護保険の基
準による従業者の員数を確保していればよい

⑶単独型 ⑴③④と同様（時間帯にかかわらず，６：１の基準に従う場合もあり）

障害の程度が著しく重度の利用者を受け入れる場合などは，他のサービス事業所等との連携を図りつつ，医
師・看護職員も含め，必要な職種の従業者が確保されるよう努める

管
理
者

常勤専従。ただし，支障がなければ，次の兼務が可能
①当該事業所の他の職務に従事　②他の事業所，施設等の職務に従事（特に短期入所事業所の管理業務に支
障がないと認められる場合）

設
備
⑴併設事業所 併設本体施設の設備を利用できる（併設本体施設の居室は利用不可）

⑵空床利用型 指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる

⑶単独型 居室 定員４人以下，床面積８㎡以上／人（収納設備等を除く）

食堂・浴室 食事の提供に支障がない広さ，利用者の特性に応じたもの

洗面所・便所 利用者の特性に応じたものとし，居室のある階ごとに設ける

◆事業所の人員基準・設備基準（概要）
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1　主な改定内容Ⅰ−4　令和３年度報酬改定のポイント

質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し

○　　計画相談支援・障害児相談支援の経営実態を踏まえ，経営実態が厳しい小規
模事業所について大幅に基本報酬を引き上げ

○　　人員体制（相談支援専門員の常勤配置数）に応じた従来の「特定事業所加算」
については，事務手続負担が軽減されるよう，基本報酬へ組込み

○　　常勤専従職員の配置を更に促進するため，従来より要件緩和した報酬区分を創設

○　全ての報酬区分において常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置すること
を評価（100単位）

①基本報酬の充実（単位数の引き上げと加算の組込み）

○　従来評価されていなかった，計画決定月・モニタリ
ング対象月以外の以下の業務について，新たに報酬上
の評価を行う

②従来評価されていなかった相談支援
　業務の新たな評価

○　事務負担軽減のため，加算の算定要件となる業務の
挙証書類については基準省令で定める記録（相談支援
台帳（サービス等利用計画））等に記載・保管するこ
とで可とする。

○　適切なモニタリング頻度を担保するために以下の方
策を行う
・利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度を決定
すること等の周知徹底

・モニタリング頻度を短くする必要がある場合の例示　等

③事務負担軽減及び適切なモニタリング
　頻度の設定について

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

○　常勤専従１名の配置が必須の上で，複数の事業所で24時間の連絡体制が確保さ
れること等で機能強化型の算定要件を満たすことを可能とする
（地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所間の協働である場合。）

例）新【機能強化Ⅳ】 新【機能強化Ⅳ】 【機能強化Ⅲ】が算定可能協働

支給決定前

要件を満たし
た月につき，
300単位/月
を追加

障害福祉サービス
利用期間中

※モニタリング対象月以外

面接，会議開催，
会議参加について
各300単位

①居宅等を訪問し，月２
回以上の面接

②サービス担当者会議の
開催

③他機関の主催する会議
へ参加

サービス
終了前後

【初回加算の拡充】【集中支援加算の新設】 【居宅介護支援事業所等
連携加算の拡充】

300単位

①居宅等を訪問し，
月２回以上の面接

②他機関の主催する
会議へ参加

③他機関への書面に
よる情報提供

※書面による情報提
供は100単位

・利用開始前に，
居宅等を訪問し，
月２回以上の面
接

４名以上
３名以上
２名以上
１名以上

現　行

サービス利用支援費
報酬区分

常勤専従の
相談支援
専門員数 報酬引き上げ 旧特定事業所

加算の組込み

［令和３年改定後の段階別基本報酬単価］

機能強化（Ⅰ）
機能強化（Ⅱ）
機能強化（Ⅲ）
機能強化（Ⅳ）
機能強化なし

1,462単位

1,464単位

1,522単位

1,864単位
1,764単位
1,672単位
1,622単位
1,522単位

４名以上
３名以上
２名以上
１名以上

現　行

継続サービス利用支援費
報酬区分

常勤専従の
相談支援
専門員数 報酬引き上げ 旧特定事業所

加算の組込み
機能強化（Ⅰ）
機能強化（Ⅱ）
機能強化（Ⅲ）
機能強化（Ⅳ）
機能強化なし

1,211単位

1,213単位

1,260単位

1,613単位
1,513単位
1,410単位
1,360単位
1,260単位

就労移行支援・就労定着支援の基本報酬等の見直し

○　一般就労の高い移行実績を実現する事業所について，基本報
酬において更に評価。

○　障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握・評価を行うア
セスメントについて，地域のノウハウを活用し，その精度を上
げ，支援効果を高めていくための取組として，本人や他の支援
機関等を交えたケース会議等を実施した事業所を評価するため
の加算を創設。

就労移行支援
○　経営の実態等を踏まえ，基本報酬の見直しを実施。

就労定着支援

【支援計画会議実施加算】583単位／回（新設）
（１月につき１回かつ１年につき４回を限度）

○　関係機関との連携を強化し，個別の支援における協力関係を
常時構築するため，関係機関とのケース会議等を実施した事業
所を評価する新たな加算を創設。

○　支給要件について，特定の支援内容を要件とはせず，どのよ
うな支援をしたか等をまとめた「支援レポート」を本人その他
必要な関係者で月１回共有することを要件とする。

【定着支援連携促進加算】579単位／回（新設）
（１月につき１回かつ１年につき４回を限度）

○　「前年度において就職後6か月以上定着した者の割合（就労
定着率）」としている基本報酬の区分の決定に係る実績につい
て，標準利用期間が2年間であることを踏まえ，直近２か年度
の実績により算定。

○　基本報酬の区分について，実績上位２区分に８割以上の事業
所が分布している一方で，下位２区分には事業所がほとんどな
いことを踏まえ，よりきめ細かく実績を反映するため，各区分
に係る実績の範囲を見直す。

【現行】 【見直し後】
「利用者との対面により１月
に１回以上の支援」を行った
場合に算定

どのような支援をしたか等をまとめた
「支援レポート」を本人その他必要な
関係者で月１回共有した場合に算定

【現行】

９割以上
８割以上９割未満
７割以上８割未満
５割以上７割未満
３割以上５割未満
１割以上３割未満
１割未満

3,215単位/月
2,652単位/月
2,130単位/月
1,607単位/月
1,366単位/月
1,206単位/月
1,045単位/月

就労定着率 基本報酬
【見直し後】

９割５分以上
９割以上９割５分未満
８割以上９割未満
７割以上８割未満
５割以上７割未満
３割以上５割未満
３割未満

3,449単位/月
3,285単位/月
2,710単位/月
2,176単位/月
1,642単位/月
1,395単位/月
1,046単位/月

就労定着率 基本報酬

※利用者20人以下の場合の単位

５割以上
４割以上５割未満
３割以上４割未満
２割以上３割未満
１割以上２割未満
０割以上１割未満
０割

1,094単位/日
939単位/日
811単位/日
689単位/日
567単位/日
527単位/日
502単位/日

1,128単位/日
959単位/日
820単位/日
690単位/日
557単位/日
507単位/日
468単位/日

就労定着率 基本報酬
【見直し後】【現行】

※定員20人以下の場合の単位
【現行】 【見直し後】
前年度において
就職後６か月以上定着した者
前年度の利用定員数

前年度及び前々年度において
就職後６か月以上定着した者
前年度の
利用定員数

前々年度の
利用定員数＋

※令和３年度における基本報酬においては，新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ，前年度（令和２年度）実績を用いなくてもよいなどの柔軟な取扱いを実施。

就労継続支援Ｂ型の基本報酬等の見直し

就労継続支援Ａ型の基本報酬等の見直し

○　「平均工賃月額」に応じた報
酬体系

（※） 令和３年度の基本報酬において
は，新型コロナウイルス感染症の
影響を踏まえ，「平均工賃月額」に
応じた報酬体系において前年度（令
和２年度）実績を用いなくてもよ
いなどの柔軟な取扱いを実施。

現　行

○　「平均工賃月額」に応じた報酬体系（※）
・高工賃を実現している事業所を更に評価
・よりきめ細かく実績を反映するため８段階の評価を
導入

見直し後
基本報酬の報酬体系の類型化

649単位/日

624単位/日

612単位/日

600単位/日

589単位/日

574単位/日

565単位/日

平均工賃月額

4.5万円以上

3万円以上
4.5万円未満

2.5万円以上
3万円未満

2万円以上
2.5万円未満

１万円以上
2万円未満

５千円以上
１万円未満

５千円未満

基本報酬

従業員配置7.5：1，定員20人以下の場合の単位

従業員配置7.5：1，定員20人以下の場合の単位

702単位/日
672単位/日
657単位/日
643単位/日
631単位/日
611単位/日
590単位/日
566単位/日

平均工賃月額
4.5万円以上
3.5万円以上4.5万円未満
3万円以上3.5万円未満
2.5万円以上3万円未満
2万円以上2.5万円未満
1.5万円以上2万円未満
1万円以上1.5万円未満
1万円未満

基本報酬

○　「利用者の就労や生産活動等への参加等」
をもって一律に評価する報酬体系【新設】

従業員配置7.5：1の場合の単位
556単位/日

定員
20人以下

基本報酬

【地域協働加算】（新設）　　　　　　 　30単位／日
　利用者の多様な働く意欲に応えつつ，就労を通じた
地域での活躍の場を広げる取組として，就労や生産活
動の実施にあたり，地域や地域住民と協働した取組を
実施する事業所を評価。

【ピアサポート実施加算】（新設）　　　100単位／月
　就労を続ける上での不安の解消，生産活動の実施に
向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため，ピ
アサポートによる支援を実施する事業所を評価。

地域協働加算（新設）

「利用者の就労や生産活動等への参加等」
をもって一律に評価する報酬体系（新設）「平均工賃月額」に応じた報酬体系

平均工賃月額高 低

高工賃事業所を更に評価

ピアサポート実施加算（新設）

新たな加算の創設

基
本
報
酬

基
本
報
酬

加
算

スコア合計点

○　「１日の平均労働時間」に応
じて報酬を算定

※従業員配置7.5：1，定員20人
以下の場合の単位

※ 従業員配置7.5：1，定員20人以下の場合の単位

現　行
○　基本報酬の算定に係る実績について，現行の「１日の平均労働時間」に加え，「生産活動」，
「多様な働き方」，「支援力向上」及び「地域連携活動」の５つの観点から成る各評価項目の総
合評価をもって実績とする方式（スコア方式）に見直す。

○　事業所ホームページ等を通じて，スコア方式による評価内容は全て公表することを事業所に
義務づける（運営基準の見直し）とともに，未公表の場合には基本報酬を減算する。

見直し後

※令和３年度における基本報酬においては，新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ，「１日の平均労働時間」や「生産活動収支の状況」について前年度（令和２年度）
実績を用いなくてもよいなどの柔軟な取扱いを実施。

618単位/日

606単位/日

597単位/日

589単位/日

501単位/日

412単位/日

324単位/日

平均労働時間

7時間以上

6時間以上
7時間未満

5時間以上
6時間未満

4時間以上
5時間未満

3時間以上
4時間未満

2時間以上
3時間未満

2時間未満

基本報酬

724単位/日
692単位/日
676単位/日
655単位/日
527単位/日
413単位/日
319単位/日

スコア合計点
170点以上

150点以上170点未満
130点以上150点未満
105点以上130点未満
80点以上105点未満
60点以上80点未満

60点未満

基本報酬

5点～80点で評価

5点～40点で評価

0点～35点で評価

0点～35点で評価

0点～10点で評価

評価指標

労働時間

生産活動

多様な働き方

支援力向上

地域連携活動

判定スコア

１日の平均労働時間により評価

前年度及び前々年度における生産活動収支の状況により評価

利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその活
用実績により評価
職員のキャリアアップの機会を組織として提供している等，
支援力向上に係る取組実績により評価
地元企業と連携した高付加価値の商品開発，施設外就労等に
より働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価

200点

点

１⑸ ２⑵

２⑴ ２⑶
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2　報酬の算定構造とサービス提供実績記録票Ⅰ−4　令和３年度報酬改定のポイント

：令和３年度見直し箇所色字 （様式１）

令和○○年4月分 居宅介護サービス提供実績記録票
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

身体介護　１５時間／月 通院等乗降介助　１０回／月

家事援助　５時間／月

通院介助（身体介護伴う）　５時間／月

①

②

①

②

受給者証
番　　　号

支給決定障害者等氏名 厚生　太郎 事業所番号

（障害児氏名） （厚生　花子）

事業者及び
その事業所 ○△□事業所

契約支給量

日
付

曜
日

サービス
内容

居宅介護計画

乗降

サービス提供時間 算定時間数 派
遣
人
数

初
回
加
算

緊急時
対応
加算

福祉
専門

職員等
連携
加算

利用者
確認欄

備考開始
時間

終了
時間

計画時間数 開始
時間

終了
時間

時間 乗降
時間

1 日 身体 10:00 11:30 1.5 10:00 11:30 1.5 1 1

2 月 通院（伴う） 10:00 11:00 1 10:00 11:00 1 2

5 木 家事 15:00 16:15 1.25

5 木 家事（基礎等） 15:00 16:15 1.25 1

13 金 乗降 18:00 18:30 1 18:00 18:30 1 1

15 日 身体 13:00 16:00 3 13:00 16:00 3 1

15 日 身体 14:00 15:00 1 14:00 15:00 1 1

16 月 身体 13:00 15:00 2 13:00 15:00 2 1

16 月 身体（基礎等） 14:00 16:00 2 14:00 16:00 2 1

30 月 身体（重訪） 22:00 23:00 1 22:00 23:00 1 1

3 火 通院（伴う） 10:00 11:30 1 10:00 11:30 1 1 運転中10：15～10：45を除く

10 火 身体 8:00 11:00 1.5 8:00 11:00 1.5 1 空き時間8：45から10：00／10：45から11：00

17 火 身体 12:00 13:00 1 1 1

19 木 身体 8:00 10:00 2 8:00 10:00 2 1 同一建物減算

計画
時間数計

内訳（適用単価別） 算定
時間数計

1.25

3

1.25 1回 1回 1回

通院介護（身体介護を伴う）

100% 90% 70% 重訪

2 1 15

合
計

居宅における身体介護 14 12

家事援助 1.25

2 3

枚中

通院等乗降介助 1 1

通院介護（身体介護を伴わない）

枚

1

減算対象となる従業者により
サービス提供した場合は、当
該従業者の資格（基礎等）（重
訪）を併記する。

乗降の場合は回数を記載する。

二人派遣で時間がずれた場合、２行に分
けて記載する。
一行目は全体の通算時間を記載する。
二行目はヘルパーが重複している時間帯
を記載する。派遣人数は行ごとに１と記載
する。

二人派遣の時間帯がある場合で、1
人目と2人目の従事者要件（基礎研
修課程修了者や重度訪問研修修了
者）が異なる場合は、それぞれ行を
分けて記載する。

事例は、通院等乗降介助を行い、かつ、通院等乗降介助の前後に連続して20～30分程度以上の身体介護を行うことにより通院
介助（身体介護を伴う）を算定する場合の記載例。全体の通算時間は10：00～11：30であるが、10：15～10：45はヘルパーが運転
中の例。算定時間数については、ヘルパーの運転時間０．５時間を除いた時間数を記載する。

２時間以上サービス間隔があかなかった場合、1行にサービス時間全体を通しての開始時間及び
終了時間を記載し、備考欄に空き時間を記載する。
算定時間は、通算時間の3時間－空き時間の1．5時間＝1．5時間

（注）３日、１０日の利用分につ
いては、本資料作成都合上、暦
の順序から分けて記載していま
す。

初回加算を算定する場合、
「１」を記載する。

緊急時対応加算を算定する場
合、「１」を記載する。

福祉専門職員等連携加算を算
定する場合、「１」を記載する。

■旧様式からの変更点
・【サービス提供者印】欄を削除
・【利用者確認印】欄を【利用者確認欄】欄に変更

１時間を二人派遣で提供した場合、各利
用日に係る欄の算定時間数は１時間とし、
下の合計欄においては2時間を記載する。
（1時間×2人＝2時間）

当初の計画と実績においてヘルパーの資格
が変更（例：初任者等→基礎等）した場合、２
行に分けて記載する。
※報酬の算定は基礎等の単価により算定する。
（例：計画時基礎等→実績時初任者等に変更
の場合も報酬の算定は基礎等の単価により算
定する。）

当該サービス提供月において、
居宅介護計画に記載したサー
ビス提供予定日、その曜日を記
載する。
また、ヘルパーを２人派遣する
場合で２行に分けて記載する場
合はヘルパーごとに番号（丸囲
み）を記載する。（様式２及び様
式３－１についても同様。）

算定時間数の内訳
を集計する。 ヘルパーの資格により適用される

単価ごとに算定時間を記載する。

事業所と同一敷地の建物又は利用者
が20人以上居住する建物の利用者に
提供した場合、「同一建物減算」を記載
する。
事業所と同一敷地の建物であって利
用者が50人以上居住する建物の利用
者に提供した場合、「同一建物減算
（大規模）」を記載する。

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

(1) 30分未満 ( 255単位 )

(2) 30分以上１時間未満 ( 402単位 )

(3) １時間以上１時間30分未満 ( 584単位 )

(4) １時間30分以上２時間未満 ( 666単位 )

(5) ２時間以上２時間30分未満 ( 750単位 )

(6) ２時間30分以上３時間未満 ( 833単位 )

(7) ３時間以上 （916単位に30分を増すごとに＋83単位）

(1) 30分未満 ( 255単位 )

(2) 30分以上１時間未満 ( 402単位 )

(3) １時間以上１時間30分未満 ( 584単位 )

(4) １時間30分以上２時間未満 ( 666単位 )

(5) ２時間以上２時間30分未満 ( 750単位 )

(6) ２時間30分以上３時間未満 ( 833単位 )

(7) ３時間以上 （916単位に30分を増すごとに＋83単位）

(1) 30分未満 ( 105単位 )

(2) 30分以上45分未満 ( 152単位 )

(3) 45分以上１時間未満 ( 196単位 )

(4) １時間以上１時間15分未満 ( 238単位 )

(5) １時間15分以上１時間30分未満 ( 274単位 )

(6) １時間30分以上 （309単位に15分を増すごとに＋35単位）

(1) 30分未満 ( 105単位 )

(2) 30分以上１時間未満 ( 196単位 )

(3) １時間以上１時間30分未満 ( 274単位 )

(4) １時間30分以上 （343単位に30分を増すごとに＋69単位）

ホ 通院等乗降介助 ( 101単位 )

※ 令和３年９月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001／1,000に相当する単位数を算定する。

初回加算

( １月につき200単位を加算 )

利用者負担上限額管理加算（月１回を限度）

( １回につき150単位を加算 )

福祉専門職員等連携加算（90日の間、３回を限度）

( １回につき564単位を加算 )

イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（１月につき　＋所定単位×274／1,000）

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（１月につき　＋所定単位×200／1,000）

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（１月につき　＋所定単位×111／1,000）

ニ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１月につき　＋ハの90／100）

ホ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（１月につき　＋ハの80／100）

福祉・介護職員処遇改善特別加算

（１月につき　＋所定単位×41／1,000）

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（１月につき　＋所定単位×70／1,000）

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（１月につき　＋所定単位×55／1,000）

１人１日当た
り100単位を
加算

イ 居宅における身
体介護

×70／100

喀痰吸引等
支援体制加
算

基本部分

基礎研修
課程修了
者等により
行われる
場合

重度訪問介護
研修修了者に
よる場合

２人の居宅
介護従業者
による場合

夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の
場合

初任者研修
課程修了者
が作成した居
宅介護計画
に基づき提供
する場合

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合

身体拘束廃
止未実施減
算

特定事業所
加算

特別地域加
算

緊急時対応
加算（月２回
を限度）

＋15／100

福祉・介護職員処遇
改善加算

注１　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く）を算定した単位数
の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善特別加算との併給不可
注３　二、ホについて、令和２年度から継続して算定する場合のみ令和４年３月サービス提供分まで算定が可能

注１　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く）を算定した単位数
の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善加算との併給不可
注３　令和２年度から継続して算定する場合のみ令和４年３月サービス提供分まで算定が可能

福祉・介護職員等特
定処遇改善加算

注　所定単位は、基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く）を算定した単位数
の合計

１回につき
100単位を加
算

注　地域生
活支援拠点
等の場合
＋50単位

夜間もしくは
早朝の場合
＋25／100

深夜の場合
＋50／100

×70/100

ロ 通院等介助（身
体介護を伴う場合）

ハ 家事援助

×90／100 ×90／100

１時間未満
(185単位)

１時間以上
１時間30分
未満
（275単位）

１時間30分以上
2時間未満
（367単位）

2時間以上
2時間30分未満
（458単位）

2時間30分以上
3時間未満
（550単位）

※3時間以上
(635単位に30
分を増すごとに
+86単位)

×200／100

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人以
上にサービス
を行う場合
×90／100

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85／100

１人１日につ
き5単位を減
算
注　令和５年
４月から適用

特定事業所
加算（Ⅰ）
＋20／100

特定事業所
加算（Ⅱ）
＋10／100

特定事業所
加算（Ⅲ）
＋10／100

特定事業所
加算（Ⅳ）
＋５／100

ニ 通院等介助（身
体介護を伴わない
場合）

１. 居宅介護サービス費
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サ
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①
居
宅
介
護

①
居
宅
介
護

②
重
度
訪
問

②
重
度
訪
問

③
同
行
援
護

③
同
行
援
護

④
行
動
援
護

④
行
動
援
護

⑤
療
養
介
護

⑤
療
養
介
護

⑥
生
活
介
護

⑥
生
活
介
護

⑦
短
期
入
所

⑦
短
期
入
所

⑧
重
度
包
括

⑧
重
度
包
括

⑨
入
所
支
援

⑨
入
所
支
援

⑩
機
能
訓
練

⑩
機
能
訓
練

⑪
生
活
訓
練

⑪
生
活
訓
練

⑫
就
労
移
行

⑫
就
労
移
行

⑬
就
労
継
続
Ａ

⑬
就
労
継
続
Ａ

⑭
就
労
継
続
Ｂ

⑭
就
労
継
続
Ｂ

⑭−２
就
労
定
着

⑭−２
就
労
定
着

⑭−３
自
立
生
活

⑭−３
自
立
生
活

⑮
共
同
生
活

⑮
共
同
生
活

居宅介護
１　居宅介護サービス費
イ　居宅における身体介護が中心である場合
⑴　所要時間30分未満の場合… 255単位
⑵　所要時間30分以上１時間未満の場合… 402単位
⑶　所要時間１時間以上１時間30分未満の場合… 584単位
⑷　所要時間１時間30分以上２時間未満の場合… 666単位
⑸　所要時間２時間以上２時間30分未満の場合… 750単位
⑹　所要時間２時間30分以上３時間未満の場合… 833単位
⑺　所要時間３時間以上の場合　…916単位に所要時間３時間から計算して所要時間30分を増

すごとに83単位を加算した単位数
ロ　通院等介助（身体介護を伴う場合）が中心である場合
⑴　所要時間30分未満の場合… 255単位
⑵　所要時間30分以上１時間未満の場合… 402単位
⑶　所要時間１時間以上１時間30分未満の場合… 584単位
⑷　所要時間１時間30分以上２時間未満の場合… 666単位
⑸　所要時間２時間以上２時間30分未満の場合… 750単位
⑹　所要時間２時間30分以上３時間未満の場合… 833単位
⑺　所要時間３時間以上の場合　…916単位に所要時間３時間から計算して所要時間30分を増

すごとに83単位を加算した単位数
ハ　家事援助が中心である場合
⑴　所要時間30分未満の場合… 105単位
⑵　所要時間30分以上45分未満の場合… 152単位
⑶　所要時間45分以上１時間未満の場合… 196単位
⑷　所要時間１時間以上１時間15分未満の場合… 238単位
⑸　所要時間１時間15分以上１時間30分未満の場合… 274単位
⑹　所要時間１時間30分以上の場合　…309単位に所要時間１時間30分から計算して所要時間

15分を増すごとに35単位を加算した単位数
ニ　通院等介助（身体介護を伴わない場合）が中心である場合
⑴　所要時間30分未満の場合… 105単位
⑵　所要時間30分以上１時間未満の場合… 196単位
⑶　所要時間１時間以上１時間30分未満の場合… 274単位
⑷　所要時間１時間30分以上の場合　…343単位に所要時間１時間30分から計算して所要時間

30分を増すごとに69単位を加算した単位数
ホ　通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合� 101単位

第１ 算定構造→120頁

２　介護給付費
⑴　居宅介護サービス費
〔１・イ〜ホ／注４〕居宅介護サービス費の算定について〔第二・２・⑴・①〕
　居宅介護の提供に当たっては，指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅
介護計画に基づいて行われる必要がある。なお，居宅介護については，派遣される従業者の種別により所定単
位数が異なる場合があることから，居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては，派遣される従業
者の種別についても記載すること。
　事業者は，当該居宅介護計画を作成するに当たって，支給量が30分を単位（家事援助においては，最初の30
分以降は15分を単位とする。）として決定されることを踏まえ，決定された時間数が有効に活用されるよう，
利用者の希望等を踏まえることが必要である。
　また，指定居宅介護等を行った場合には，実際に要した時間により算定されるのではなく，当該居宅介護計
画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
　なお，当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が，実際のサービス提供と合致しない場合
には，速やかに居宅介護計画の見直し，変更を行うことが必要であること。

〔１・イ〜ニ／注４〕基準単価の適用について〔第二・２・⑴・②〕
　居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり，かつ，これが継続する
場合は，当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。

〔１・イ〜ニ〕居宅介護の所要時間について〔第二・２・⑴・③〕
㈠　居宅介護の報酬単価については，短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて，所要時間30分

未満の「居宅における身体介護が中心である場合」（以下「身体介護中心型」という。）など短時間サービス
が高い単価設定になっているが，これは，１日に短時間の訪問を複数回行うことにより，居宅における介護
サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり，利用者の生活パターンに合わせて居宅介
護を行うためのものである。したがって，単に１回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく，
１日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては，概ね２時間以上の間隔を空けなければならないものとす
る。別のサービス類型を使う場合は，間隔が２時間未満の場合もあり得るが，身体介護中心型を30分，連続
して「家事援助が中心である場合」（以下「家事援助中心型」という。）を30分，さらに連続して身体介護中
心型を算定するなど，別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは，単価
設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり，この場合，前後の身体介護を１回として算定する。なお，身体
の状況等により，短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や，別の事
業者の提供する居宅介護との間隔が２時間未満である場合はこの限りではない。

㈡　１人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も，１回の居宅介護として
その合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

㈢　「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。ただし，夜間，深夜及び
早朝の時間帯に提供する指定居宅介護等にあってはこの限りでない。所要時間とは，実際に居宅介護を行っ
た時間をいうものであり，居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。

〔１・イ，ホ／注５〕「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分について〔第二・２・⑴・⑧〕
　「通院等乗降介助」又は「通院等介助（身体介護を伴う場合）」を行うことの前後において，居宅における外
出に直接関連しない身体介護（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
である場合には，これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場
合には，「通院等乗降介助」及び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」の所定単位数は算定できない。なお，
本取扱いは，「通院等介助（身体介護を伴わない場合）」の対象者には適用しないものであること。

〔１・ロ，ホ／注６〕「通院等乗降介助」と「通院等介助（身体介護を伴う場合）」の区分について〔第二・２・⑴・⑦〕
　「通院等乗降介助」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には，その所要時間に応じた「通院等介助（身体介護を伴う場合）」の所定単位数
を算定できる。この場合には，「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。

（例）　（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後，ベッドから車い
すへ移乗介助し，車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
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Ⅲ−6障害児通所支援
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①総則

第１章　総則
（趣旨）
第１条　児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」
という。）第21条の５の４第２項，第21条の５の17
第２項及び第21条の５の19第３項の厚生労働省令で
定める基準は，次の各号に掲げる基準に応じ，それ
ぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一　法第21条の５の４第１項第二号の規定により，
同条第２項第一号に掲げる事項について都道府県
（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19
第１項の指定都市（第50条第３項において「指定
都市」という。）及び法第59条の４第１項の児童
相談所設置市（第50条第３項において「児童相談
所設置市」という。）を含む。以下同じ。）が条例
を定めるに当たって従うべき基準　第７条（第54
条の９及び第71条の６において準用する場合に限
る。），第30条第４項（第54条の９及び第71条の６
において準用する場合に限る。），第54条の６，第
54条の10第一号（第71条の６において準用する場
合を含む。），第54条の11第二号（第71条の６にお
いて準用する場合を含む。），第54条の12第四号（第
71条の６において準用する場合を含む。）及び第
71条の３の規定による基準
二　法第21条の５の４第１項第二号の規定により，
同条第２項第三号に掲げる事項について都道府県
が条例を定めるに当たって従うべき基準　第12条
（第54条の９及び第71条の６において準用する場
合に限る。），第14条（第54条の９及び第71条の６
において準用する場合に限る。），第38条の２（第
54条の９及び第71条の６において準用する場合に
限る。），第41条第２項（第54条の９及び第71条の
６において準用する場合に限る。），第44条（第54
条の９及び第71条の６において準用する場合に限
る。），第45条（第54条の９及び第71条の６におい
て準用する場合に限る。），第47条（第54条の９及
び第71条の６において準用する場合に限る。）及
び第52条（第54条の９及び第71条の６において準
用する場合に限る。）の規定による基準
三　法第21条の５の４第１項第二号の規定により，
同条第２項第四号に掲げる事項について都道府県
が条例を定めるに当たって標準とすべき基準　第
54条の８，第54条の12第二号（第71条の６におい
て準用する場合を含む。），第69条（第71条の６に
おいて準用する場合に限る。）及び第71条の５の
規定による基準
四　法第21条の５の17第１項第一号の規定により，
同条第２項第一号に掲げる事項について都道府県

が条例を定めるに当たって従うべき基準　第７条
（第54条の５及び第71条の２において準用する場
合に限る。），第８条第２項（第54条の５及び第71
条の２において準用する場合に限る。），第30条第
４項（第54条の５及び第71条の２において準用す
る場合に限る。），第54条の２第一号（第71条の２
において準用する場合を含む。），第54条の３第二
号（第71条の２において準用する場合を含む。）
及び第54条の４第四号（第71条の２において準用
する場合を含む。）の規定による基準

五　法第21条の５の17第１項第二号の規定により，
同条第２項第二号に掲げる事項について都道府県
が条例を定めるに当たって従うべき基準　第54条
の３第一号（第71条の２において準用する場合を
含む。）及び第54条の４第三号（第71条の２にお
いて準用する場合を含む。）の規定による基準

六　法第21条の５の17第１項第二号の規定により，
同条第２項第三号に掲げる事項について都道府県
が条例を定めるに当たって従うべき基準　第12条
（第54条の５及び第71条の２において準用する場
合に限る。），第14条（第54条の５及び第71条の２
において準用する場合に限る。），第38条の２（第
54条の５及び第71条の２において準用する場合に
限る。），第41条第２項（第54条の５及び第71条の
２において準用する場合に限る。），第44条（第54
条の５及び第71条の２において準用する場合に限
る。），第45条（第54条の５及び第71条の２におい
て準用する場合に限る。），第46条（第54条の５に
おいて準用する場合に限る。），第47条（第54条の
５及び第71条の２において準用する場合に限る。）
及び第52条（第54条の５及び第71条の２において
準用する場合に限る。）の規定による基準

七　法第21条の５の17第１項第二号の規定により，
同条第２項第四号に掲げる事項について都道府県
が条例を定めるに当たって標準とすべき基準　第
54条の４第二号（第71条の２において準用する場
合を含む。）の規定による基準

八　法第21条の５の19第１項の規定により，同条第
３項第一号に掲げる事項について都道府県が条例
を定めるに当たって従うべき基準　第５条，第６
条，第７条（第57条，第67条，第71条の９及び第
74条において準用する場合を含む。），第８条第２
項（第67条において準用する場合を含む。），第30
条第４項（第64条，第71条，第71条の14及び第79
条において準用する場合を含む。），第56条，第66
条，第71条の８，第73条，第80条並びに附則第２
条（置くべき従業者及びその員数に係る部分に限

基準省令……児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成24年２月
３日　厚生労働省令第15号／最終改正；令和３年３月23日　厚生労働省令第55号）

基準通知……児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準について（平成
24年３月30日　障発0330第12号／最終改正；令和３年３月30日　障発0330第３号）

6　障害児通所支援 る。）及び第３条の規定による基準
九　法第21条の５の19第２項の規定により，同条第
３項第二号に掲げる事項について都道府県が条例
を定めるに当たって従うべき基準　第10条第１項
（指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。）並び
に第２項第一号ロ及び第二号並びに第58条第１項
第一号（病室に係る部分に限る。）の規定による
基準

十　法第21条の５の19第２項の規定により，同条第
３項第三号に掲げる事項について都道府県が条例
を定めるに当たって従うべき基準　第12条（第64
条，第71条，第71条の14及び第79条において準用
する場合を含む。），第14条（第64条，第71条，第
71条の14及び第79条において準用する場合を含
む。），第38条の２（第64条，第71条，第71条の14
及び第79条において準用する場合を含む。），第41
条第２項（第64条，第71条，第71条の14及び第
79条において準用する場合を含む。），第44条（第
64条，第71条，第71条の14及び第79条において準
用する場合を含む。），第45条（第64条，第71条，
第71条の14及び第79条において準用する場合を含
む。），第46条（第64条において準用する場合を含
む。），第47条（第64条，第71条，第71条の14及び
第79条において準用する場合を含む。）及び第52
条（第64条，第71条，第71条の14及び第79条にお
いて準用する場合を含む。）の規定による基準

十一　法第21条の５の19第２項の規定により，同条
第３項第四号に掲げる事項について都道府県が条
例を定めるに当たって標準とすべき基準　第11
条，第59条，第69条及び第82条の規定による基準

十二　法第21条の５の４第１項第二号，法第21条の
５の17第１項又は法第21条の５の19第１項若しく
は第２項の規定により，法第21条の５の４第２項
各号，法第21条の５の17第２項各号及び法第21条
の５の19第３項各号に掲げる事項以外の事項につ
いて都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべ
き基準　この省令に定める基準のうち，前各号に
定める規定による基準以外のもの

第一　基準の性格
１　基準は，指定障害児通所支援事業者等が法に規

定する指定通所支援を提供するため，必要な最低
限度の基準を定めたものであり，指定障害児通所
支援事業者等は，常にその運営の向上に努めなけ
ればならないこと。

２　指定障害児通所支援事業者等が満たすべき基準
を満たさない場合には，指定障害児通所支援事業
者等の指定又は更新は受けられず，また，基準に
違反することが明らかになった場合には，①相当
の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い，
②相当の期間内に勧告に従わなかったときは，事
業者名，勧告に至った経緯，当該勧告に対する対
応等を公表し，③正当な理由が無く，当該勧告に
係る措置を採らなかったときは，相当の期間を定
めて当該勧告に係る措置を採るよう命令すること
ができるものであること。都道府県知事（地方自
治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項

の指定都市及び法第59条の４第１項の児童相談所
設置市の市長を含む。以下同じ。）の指導等の対
象となり，この指導等に従わない場合には，当該
指定を取り消すことができるものであること。
　また，③の命令をした場合には事業者名，命令
に至った経緯等を公示しなければならない。なお，
③の命令に従わない場合には，当該指定を取り消
すこと，又は取消しを行う前に相当の期間を定め
て指定の全部若しくは一部の効力を停止すること

（不適正な指定通所支援が行われていることが判
明した場合，当該指定通所支援に関する障害児通
所給付費等の請求を停止させること）ができる。
ただし，次に掲げる場合には，基準に従った適正
な運営ができなくなったものとして，直ちに指定
を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効
力を停止することができるものであること。
⑴　次に掲げるときその他の指定障害児通所支援

事業者等が自己の利益を図るために基準に違反
したとき

①　指定通所支援の提供に際して通所給付決定保
護者が負担すべき額の支払を適正に受けなかっ
たとき

②　障害児相談支援事業を行う者，障害福祉サー
ビスの事業を行う者又はその従業者に対し，障
害児又はその家族に対して特定の施設を利用さ
せることの代償として，金品その他の財産上の
利益を供与したとき

③　障害児相談支援事業を行う者，障害福祉サー
ビスの事業を行う者又はその従業者から，障害
児又はその家族に対して特定の施設を利用させ
ることの代償として，金品その他の財産上の利
益を収受したとき

⑵　障害児の生命又は身体の安全に危害を及ぼす
おそれがあるとき

⑶　その他⑴及び⑵に準ずる重大かつ明白な基準
違反があったとき

３　指定障害児通所支援事業者等が，運営に関する
基準に従って事業の運営をすることができなくな
ったことを理由として指定が取り消され，法の定
める期間の経過後に，再度当該事業者等から指定
障害児通所支援事業所について指定の申請がなさ
れた場合には，当該事業者が運営に関する基準を
遵守することを確保することに特段の注意が必要
であり，その改善状況等が確認されない限り指定
を行わないものとすること。

第二　総論
１　事業者指定の単位について

⑴　従たる事業所の取扱いについて
　指定障害児通所支援事業者等の指定等は，原則
として指定通所支援の提供を行う事業所ごとに行
うものとするが，児童発達支援（児童発達支援セ
ンターで行う場合を除く。）又は放課後等デイサ
ービスについては，次の①及び②の要件を満たす
場合については，「主たる事業所」のほか，一体的
かつ独立したサービス提供の場として，１又は複
数の「従たる事業所」を設置することが可能であ
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Ⅳ　関係告示・通知 1　算定基準関係
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別紙５

氏名（ふりがな）
生年月日 　　　　年     　月      日生まれ　　 歳
障害支援区分
かかりつけ歯科医 □ あり　□ なし
入れ歯の使用 □ あり　□ なし

食形態等
□ 経口摂取（□ 常食、□ 嚥下調整食（□ ４、□ ３、□ 2-2、□ 2-1、□ 1ｊ、□ 0ｔ、
□  0ｊ））、□ 経腸栄養、□ 静脈栄養

誤嚥性肺炎の発症・罹患 □ あり（発症日：　　　　年　　月　　日）　□ なし

同一月内の訪問歯科衛生指導
（医療保険）の実施の有無（注） □ あり（　　　　）回、□ なし

　　　　　　　　　　　　　記入日：　　　年　　月　　日　記入者：

２　口腔衛生の管理内容（アセスメント）
記入日：　　　　年　　月　　日

記入者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（指示を行った歯科医師名：　　　　　　　）

実施内容

□ 口腔の清掃　　　□ 口腔の清掃に関する指導
□ 義歯の清掃　　　□ 義歯の清掃に関する指導
□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導
□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導
□ その他（　　　　　　　）

実施頻度 □ 月４回程度　□ 月２回程度　□ 月１回程度　□ その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　実施日：　　　年　　月　　日　記入者：

４　その他の事項

口腔衛生管理（実施計画・実施記録）様式

※嚥下調整食の分類、誤嚥性肺炎の発症等について障害者支援施設と連携を図り把握するよう努めるとともに、6月以内の状況について記載すること。
※医療保険により訪問歯科衛生指導料（歯科衛生士によるお口の中の清掃又は入れ歯の清掃に関する実地指導）を同一月内に３回以上算定された場合には、同一月内において
は、障害福祉サービス等報酬による口腔衛生管理加算の費用を請求することはできない。

１　口腔に関する問題点（スクリーニング）

口腔に関する問題点
（該当する項目をチェッ

ク）

□ 口腔衛生状態（□ 歯の汚れ、□ 義歯の汚れ、□ 舌苔、□ 口臭）
□ 口腔機能の状態（□ 食べこぼし、□ 舌の動きが悪い、□ むせ、□ 痰がらみ、□ 口腔乾燥）
□ 歯数（　　　）歯
□ 歯の問題（□ う蝕、□ 歯の破折、□ 修復物脱離、□ その他（　　　　　））
□ 義歯の問題（□ 不適合、□ 破損、□ その他（　　　　　　））
□ 歯周病
□ 口腔粘膜疾患（潰瘍等）

実施目標

□ 歯科疾患（□ 予防、□ 重症化予防）
□ 口腔衛生（□ 自立、□ 介護者の口腔清掃の技術向上、□ 専門職の定期的な口腔清掃等）
□ 摂食・嚥下機能（□ 維持、□ 改善）
□ 食形態（□ 維持、□ 改善）
□ 栄養状態（□ 維持、□ 改善）
□ 誤嚥性肺炎の予防
□ その他（　　　　　　　）

３　歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理及び従事者への技術的助言等の内容

口腔衛生等の管理

□ 口腔の清掃　　　□ 口腔の清掃に関する指導
□ 義歯の清掃　　　□ 義歯の清掃に関する指導
□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導
□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導
□ その他（　　　　　　　　）

従事者への技術的助言等の
内容

□ 入所者のリスクに応じた口腔清掃等の実施
□ 口腔清掃にかかる知識、技術の習得の必要性
□ 食事の状態、食形態等の確認
□ 現在の取組の継続
□ その他　（　　　　　　　　）

就労移行支援事業，就労継続支援事業（Ａ型，Ｂ型）における留
意事項について

（平成19年４月２日　障障発第0402001号）
（最終改正；令和３年３月30日　障障発0330第２号）

　日頃より障害保健福祉行政に御協力いただき，感謝
申し上げます。
　さて，今般，障害者の就労支援を推進するため，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）により就労移行支援，就労継続支援

（Ａ型，Ｂ型）を創設するとともに，現行の施設につ
いても工賃実績の報告などを求めることとしたところ
です。
　つきましては，これらの事業の実施に当たって，下
記の点に御留意いただきますようお願い申し上げます。
　なお，本通知については，職業安定局及び人材開発
統括官と協議済みであることを申し添えます。

記

１　適正な事業運営及びサービス利用等について
⑴　就労移行支援

①　適正な事業運営に向けての留意事項
ア　利用者の就職状況の把握について

　市町村が支給決定を行った利用者が就職し
た場合，市町村が就職した状況を把握できる
ようにするため，都道府県等においては，就
労移行支援事業所に対し，当該事業所におい
て利用者が就職した場合には支給決定権者で
ある市町村に適時に報告することを徹底させ
ること。併せて，例えば，重要事項説明書の
退所理由に就職する場合を明記するなど，利
用開始時に利用者への説明も徹底するよう，
就労移行支援事業所に対して周知すること。

②　適正なサービス利用等について
ア　支給決定に係る留意事項

　就労移行支援の標準利用期間（２年間）を
超えて支給決定の更新を行う場合や，就労移
行支援の複数回利用希望があった場合の取扱
いに関して，自治体によっては個別の対象者
の状況を勘案せず，一律の取扱いが行われて
いる事例が見られることから，就労移行支援
の利用等に際しては，引き続き，市町村は個々
の対象者の状況を勘案してサービスの利用を
判断すること。

イ　一般就労へ移行した際の就労移行支援の利
用について
　利用者が就労移行支援の利用を経て就労し
た後は，引き続き当該就労移行支援を利用し
就労移行支援サービス費を算定することはで
きない（施設外支援（「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
基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当
障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項
について」（平成18年10月31日障発1031001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通
知。以下「留意事項通知」という。）第二の
１の⑷の②の㈠の企業等で行われる企業実習
等への支援をいう。以下同じ。）の対象とな
るトライアル雇用の期間を除く）。
　ただし，利用者の状態によっては，就労移
行支援事業所で引き続き訓練を受けながら働
くことが，勤務時間や労働日数を増やすこと
につながる場合や，新たな職種への就職を希
望しており，就労移行支援の利用が必要であ
る場合などもあることから，市町村が，利用者
が就職したことを把握した上で，就労中の就
労移行支援の必要性が認められると判断し，
改めて就労移行支援の利用について支給決定
を行った場合に限り，就職した後も新たに就
労移行支援を利用することを可能とする。
　また，市町村が，上記支給決定を行うに当
たっては，以下の３点を踏まえることとする。
・　就労移行支援を利用することにより，勤

務時間や労働日数を増やすこと，又は新た
な職種へ就職することにつながるか否か。

・　働きながら就労移行支援を利用すること
が利用者の過重な負担にならないか。

・　他のサービスや支援機関ではなく，就労
移行支援を利用することが適当であるか否
か。

⑵　就労継続支援Ａ型
①　適正な事業運営に向けての留意事項

ア　新規指定時の取扱いについて
　就労継続支援Ａ型事業者の新規指定時に
は，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34条の17に掲げる事項
を記載した申請書類を提出させることとなっ
ているが，就労の機会の提供に当たり，収益
性の低い仕事しか提供していないとの指摘が
なされていることから，生産活動に係る事業
の収入（就労支援事業収益）から生産活動に
係る事業に必要な経費（就労支援事業活動経
費）を控除した額により利用者に対する最低
賃金を支払うことができる事業計画となって
いることを指定申請時の事業計画書により必
ず確認した上で，指定の可否を判断すること。
　なお，都道府県等だけでは，指定の可否を
判断できない場合，自立支援協議会その他都
道府県等が必要と認めた者の意見を聴取の
上，判断すること。
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５．就労系サービス

1－５　 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する 
Ｑ＆Ａ（VOL. 4）

（令和３年５月７日　障害福祉課事務連絡）

１．障害福祉サービス等における共通的事項
⑴　障害福祉サービス等における横断的事項
（医療連携体制加算）
問１　看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引
等に係る指導を行う場合，当該看護職員が同一時間
帯に看護の提供を行うことは想定されるか。

　１人の看護職員が，同一時間帯に認定特定行為業務
従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行う
ことは想定されない。
　なお，当該看護職員が，利用者に対し看護の提供も
行う場合は，認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等
に係る指導を行う時間を看護の提供時間から除外する
こと。

２．生活介護及び施設入所支援の共通的事項
⑴　生活介護及び施設入所支援の共通的事項
（重度障害者支援加算（Ⅱ））
問２　基礎研修修了者である職員が，生活介護で４時
間従事した後，引き続き施設入所支援で４時間従事
した場合，当該職員１人で障害者支援施設が実施す
る生活介護に通所して利用する利用者５人，施設入
所支援で対象となる入所者５人の合計10人につい
て，それぞれ180単位の個別加算を算定することは
可能か。

　可能である。

３．日中活動系サービス
⑴　生活介護
（重度障害者支援加算（Ⅰ））
問３　事業者は，利用者が重症心身障害者であるかど
のように確認するのか。

　受給者証で確認する。なお，受給者証で確認できな
い場合は，事業者が市町村に確認をとること。

⑵　短期入所
（地域生活支援拠点等）
問４　地域生活支援拠点等である場合に算定可能な利
用開始日の加算について，この「利用開始日」とは，
当該事業所を初めて利用する日のことを指すのか。
または，当該事業所の各利用期間における利用開始
日（初日）を指すのか。

　当該事業所の各利用期間における利用開始日（初日）
を指す。
　例えば，２泊３日の利用を３回行った利用者の場合，
各利用期間における利用開始日（初日）に算定可能で
あることから，３回算定可能である。

（日中活動支援加算）
問５　日中活動実施計画の定期的な評価は，どの程度
の期間で行う必要があるのか。

　少なくとも６月に１回以上見直しを行い，必要に応
じて日中活動実施計画を変更するものとする。
　なお，利用者の状態像に変化があった場合は，６月
を待たずに当該計画の見直しを行うこと。

４．施設系・居住支援系サービス
⑴　施設入所支援
（経口維持加算①）
問６　経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄
養管理及び支援の期間が６月を超える場合における
医師又は歯科医師の指示は，協力医療機関の医師又
は協力歯科医療機関の歯科医師である必要がある
か。また，当該指示を通院時に受けることも可能か。

　６月を超える場合の指示は，協力医療機関の医師又
は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず，入所者の
栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科
医師から受けること。当該指示を通院時に受けること
を妨げるものではない。

（経口維持加算②）
問７　経口維持加算（Ⅱ）は，協力歯科医療機関を定
めていることが算定要件となっているが，食事の観
察及び会議等に加わる歯科医師，歯科衛生士とは，
協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。

　歯科医師及び歯科衛生士は，協力歯科医療機関の職
員であることが望ましいが，当該機関の職員に限るも
のではない。

（経口維持加算③）
問８　水飲みテストとはどのようなものか。
　経口維持加算は，入所者の摂食・嚥下機能が医師の
診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法（窪田俊夫
他：脳血管障害における麻痺性嚥下障害　スクリーニ
ングテストとその臨床応用について。総合リハ，10⑵：
271-276，1982）をお示しする。

（口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算）
問９　「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」
の作成は，歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われ
るが，技術的助言及び指導を行う歯科医師は，協力
歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。

　協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず，当該施設
の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯
科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。

５．就労系サービス
⑴　就労移行支援・就労定着支援共通
（支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算）

問10　ケース会議において，地域の就労支援機関等か
らの参加者は最低何人以上必要か。

　地域資源に差があることから，一律に要件を設ける
ことは難しいが，多角的な視点による専門的な見地か
らの助言が受けられるよう，ケース会議を構成するメ
ンバー（本人及び本人の家族を除く）のうち複数名は
地域の就労支援機関等からの参加者であることが望ま
しい。

⑵　就労継続支援Ａ型
（スコア：多様な働き方・支援力向上のための取組）
問11　「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留
意事項について」（令和３年３月30日障発0330第５号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以
下「スコア留意事項通知」という。）の記２の⑶多様
な働き方及び⑷支援力向上のための取組について
は，８項目のうち任意の５項目を選択し，当該項目ご
とに１点又は２点で評価することとなっているが，
該当する項目が５項目未満の場合はどのように評価
すればよいか。

　該当する項目のみ選択し，当該項目ごとに１点又は
２点で評価すればよい。

（スコア：多様な働き方）
問12　スコア留意事項通知の記２の⑶のアについて，
利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転
免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。

　対象に含めて差し支えない。

（スコア：支援力向上のための取組）
問13　スコア留意事項通知の記２の⑷のアについて，
職員の半数以上参加している場合に２点となるが，
職員の入退社により年度途中で職員数が変動する場
合は，いつの時点の職員数で判断するのか。

　研修計画作成段階の職員数で判断するが，その時点
で退職することが明らかな職員がいる場合について
は，当該職員は職員数から除く。なお，年度途中での
採用等により職員が増えた場合であって，当該職員が
研修を受けた場合は，職員数にカウントして差し支え
ない。

（スコア：支援力向上のための取組）
問14　スコア留意事項通知の記２の⑷のアの職員は，
賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の
職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。

　本項目は，いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を
意図して対象職種を限定しているが，賃金向上達成指
導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務してい
る管理者であっても，直接的に利用者に支援を提供し
ている場合については，対象に含めても差し支えない。

（スコア：支援力向上のための取組）
問15　スコア留意事項通知の記２の⑷のアの研修会
に，サービス管理責任者研修は含まれるか。

　含まれない。

（スコア：支援力向上のための取組）
問16　スコア留意事項通知の記２の⑷のア及びイにつ
いて，研修の講演者として登壇した職員が，同じ研
修の別のプログラムに参加した場合，どちらの項目
も評価することは可能か。

　別のプログラムの受講者として参加した場合はどち
らの項目も評価することは可能だが，３の⑷の①にあ
るとおり，根拠資料として受講したことを証明する書
類等の写しを常備しておく必要があるため留意するこ
と。

（スコア：支援力向上のための取組）
問17　スコア留意事項通知の記２の⑷のイについて，
学会等については「一定規模以上の参加者のもと」
という要件があり，「令和３年度障害福祉サービス
等報酬改定等に関するQ＆A　VOL.…2」（令和３年４
月８日）の問20において，「一定規模以上」とは「30
名を超える参加者」としているが，研修については
規模の要件はないのか。

　本項目は，講演者の所属する就労継続支援Ａ型事業
所の取組等について，他の事業所や企業等に広く情報
発信・情報提供していることを評価することが目的で
あり，一定規模以上であることが望ましいと考えるが，
地域の実情等も踏まえた上で，適切に判断されたい。

（スコア：支援力向上のための取組）
問18　スコア留意事項通知の記２の⑷のウについて，
視察・実習への参加又は，視察・実習の受け入れは，
同一法人内であっても評価してよいか。

　同一法人内であっても評価することは可能である。
ただし，本項目は，視察・実習への参加又は受け入れ
により，事業所間のノウハウを共有することにより，
就労継続支援Ａ型事業所全体の経営力や支援の質の底
上げを意図しているため，例えば，同一敷地内にある
事業所の場合などについては，職員の兼務の実態等を
踏まえて慎重に判断されたい。

（スコア：支援力向上のための取組）
問19　スコア留意事項通知の記２の⑷のウについて，
特別支援学校からの受け入れは評価の対象となるか。

　問18のとおりの趣旨であるため，特別支援学校から
の受け入れを評価することは想定していない。

（スコア：支援力向上のための取組）
問20　スコア留意事項通知の記２の⑷のエについて，
商談会ではなく，通常行っている個別に企業に営業
に行くことは評価の対象となるか。

　本項目は，通常の営業活動に加えて，生産活動収入
を増やすための更なる取組として商談会等への参加を
評価するものであるため，通常の営業活動のみで評価
することは想定していない。

（スコアの公表）
問21　スコアの合計点及び当該スコアの詳細をインタ
ーネットにより公表する場合，自治体や自立支援協議
会等のホームページに合同で公表することも可能か。
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第Ⅱ編第２章 児童福祉法に係る報酬 

■費用算定基準（単位数表）告示 

1◆◎【障害児相談支援】児童福祉法に基づく指定障害

児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 

平24.3.14厚労告126／最終改正：令
3.3.23厚労告87 

 

 

 

 

2◆◎【障害児通所支援】児童福祉法に基づく指定通所

支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に

関する基準 

平24.3.14厚労告122／最終改正：令
3.3.23厚労告87 

 

 

 

 

3◆◎【障害児入所支援】児童福祉法に基づく指定入所

支援に要する費用の額の算定に関する基準 

平24.3.14厚労告123／最終改正：令
3.3.23厚労告87 

 

 

 

■関係告示 

4❖◎児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する

費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が

定める基準 

平27.3.27厚労告181／最終改正：令
3.3.23厚労告87〔リンク先396頁〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5◆◎児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する

費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が

定める者 

平30.3.22厚労告116／最終改正：令
3.3.23厚労告87 

 

 

 

 

6❖◎厚生労働大臣が定める施設基準 

平24.3.30厚労告269／最終改正：令
3.3.23厚労告87〔リンク先344頁〕 

 

 

 

 

7❖◎厚生労働大臣が定める障害児の数の基準，従業者

の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数

に乗じる割合を定める件 

平24.3.30厚労告271／最終改正：令
3.3.23厚労告87〔リンク先382頁〕 

 

 

 

 

8❖◎厚生労働大臣が定める児童等 

平24.3.30厚労告270／最終改正：令
3.3.23厚労告87〔リンク先367頁〕 

 

 

 

 

■留意事項通知 

9❖○児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通

所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定

に伴う実施上の留意事項について 

平24.3.30障発0330第16号／最終改
正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

 
第Ⅲ編 指定基準 

□1 計画相談支援 

1◆◎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指定計画相談支援の事業の人員

及び運営に関する基準 

平24.3.13厚労令28／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

2❖○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指定計画相談支援の事業の人員

及び運営に関する基準について 

平24.3.30障発0330第22号／最終改
正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

 

□2 地域相談支援 

3◆◎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指定地域相談支援の事業の人員

及び運営に関する基準 

平24.3.13厚労令27／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

4❖○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指定地域相談支援の事業の人員

及び運営に関する基準について 

平24.3.30障発0330第21号／最終改
正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

□3 障害福祉サービス 

5◆◎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指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準 

平18.9.29厚労令171／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

6❖○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指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準について 

平18.12.6障発第1206001号／最終
改正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

 

□4 障害者支援施設等 

7◆◎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指定障害者支援施設等の人員，

設備及び運営に関する基準 

平18.9.29厚労令172／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

8❖○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指定障害者支援施設等の人員，

設備及び運営に関する基準について 

平19.1.26障発第0126001号／最終
改正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

□5 障害児相談支援 

9◆◎児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準 

平24.3.13厚労令29／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

 

10❖○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準について 

平24.3.30障発0330第23号／最終改
正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

□6 障害児通所支援 

11◆◎児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員，設備及び運営に関する基準 

平24.2.3厚労令15／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

12❖○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員，設備及び運営に関する基準について 

平24.3.30障発0330第12号／最終改
正：令3.3.30障発0330第3号 

 

 

 

□7 障害児入所支援 

13◆◎児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人

員，設備及び運営に関する基準 

平24.2.3厚労令16／最終改正：令
3.3.23厚労令55 

 

 

 

 

14❖○児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人

員，設備及び運営に関する基準について 

平24.3.30障発0330第13号／最終改
正：令3.3.30障発0330第3号 
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