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近年の障害福祉サービス等の経緯

障害者の数

○　障害者の総数は964.7万人であり，人口の約7.6％に相当。
○　そのうち身体障害者は436.0万人，知的障害者は109.4万人，精神障害者は419.3万人。
○　障害者数全体は増加傾向にあり，また，在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

※身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅），平成30年（施設）の調査等，精神障害者数は平成29年の調査による推計。年齢別の身体障害者（児），知
的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出。

※身体障害者（児）及び知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。
※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。
※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は，障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で，自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4

万人と推計されるが，障害種別が不明のため，上記には含まれていない。
※複数の障害種別に該当する者の重複があることから，障害者の総数は粗い推計である。

在宅・施設別 年齢別
障害者総数　　　964.7万人（人口の約7.6％）
　うち在宅　　　914.0万人（94.7％）
　うち施設入所　 50.7万人（5.3％）

65歳未満　48％
65歳以上　52％

身体障害者（児）
436.0万人

知的障害者（児）
109.4万人

精神障害者
419.3万人

身体障害者（児）
419.3万人

知的障害者（児）
94.3万人

精神障害者
419.3万人

在宅身体障害者（児）
428.7万人（98.3％）

在宅知的
障害者（児）
96.2万人
（87.9％）

在宅精神障害者
389.1万人（92.8％）

65歳未満26％

65歳未満
84％

65歳未満61％

施設入所身体障害者（児）
7.3万人（1.7％）

施設入所知的
障害者（児）
13.2万人
（12.1％）

入院精神障害者
30.2万人（7.2％）

65歳以上74％

65歳以上
16％

65歳以上39％

平成15年度 ○支援費制度の施行（利用者がサービスを選択できる仕組み）
平成18年度 ○障害者自立支援法施行（３共通のサービス，地域生活就労を支援）

平成21年報酬改定
○良質な人材の確保（人材確保に積極的に取り組む事業所の評価（特定事業所加算等の創設））
○事業者の経営基盤の安定（児童デイなど収支差率がマイナスの事業について基本報酬単価の見直し）
○サービスの質の向上（医療機関との連携による看護の提供，重複障害など障害特性への配慮）
○新体系への移行促進

改定率
5.1％

平成24年報酬改定 ○福祉・介護職員の処遇改善の確保（基金事業から処遇改善加算の創設）
○障害児・者の地域移行・地域生活の支援 2.0％

平成24年４月 ○障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法施行（相談支援の充実，障害児支援の強化　等）
平成25年４月 ○障害者総合支援法施行（地域社会における共生の実現，難病等をサービスの対象に）
平成26年報酬改定 ○消費税対応（基本報酬＋加算） 0.69％

平成27年報酬改定 ○福祉・介護職員の処遇改善（処遇改善加算の更なる上乗せ評価を行うための新たな区分を創設）
○障害児・者の地域移行・地域生活の支援 0％

平成28年５月
○障害者総合支援法・児童福祉法の一部改正法成立
　・自立生活援助，就労定着支援，居宅訪問型児童発達支援の創設
　・障害者の高齢化・重度化への対応　等

平成29年報酬改定 ○福祉・介護職員の処遇改善（処遇改善加算の更なる上乗せ評価を行うための新たな区分を創設） 1.09％

平成30年報酬改定

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた，地域移行・地域生活の支援
　・日中サービス支援型グループホームの創設による重度化・高齢化への対応
　・福祉型強化短期入所の創設による医療的ケアの提供
○医療的ケア児への対応等
　・医療的ケア児者に対する支援のための看護職員の配置を評価
　・障害児の状態像やサービス提供時間等に応じた基本報酬の設定
○精神障害者の地域移行の推進
○就労系サービスにおける工賃・賃金の向上，一般就労への移行促進
　・職場定着率や労働時間，工賃実績に応じた基本報酬の設定
○障害福祉サービスの持続可能性の確保

0.47％

平成30年４月 改正障害者総合支援法施行・報酬改定
令和元年報酬改定（10月適用） ○消費税率の引上げ（10％）への対応　○障害福祉人材の処遇改善 2.00％

令和３年報酬改定（４月適用）

○障害者の重度化・高齢化を踏まえた，地域移行・地域生活の支援
○効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応
○医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
○感染症や災害への対応力の強化等　○障害福祉サービスの持続可能性の確保

0.56％
※ うち，コロナ対応に

係る特例的な評価
　＋0.05％
　（～令和３年９月末）
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Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

◎障害者総合支援法は，障害者・障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営
むことができるよう制定されました。
◎地域社会での共生を実現していくため，障害福祉サービス，地域生活支援事業が提供されています。

　障害者総合支援法※１は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，
障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活・社会生活を営めるよう，必要な障害福祉サービスの給付，
地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことにより，障害者・
障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず相互に
人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄
与することを目的としています（法１条）。
　その支援は，次の基本理念にもとづき行われます（法１条の２）。
⑴�　すべての障害者・障害児が，可能な限りその身近な場所で必要な
支援を受けられることにより，社会参加の機会が確保されること
⑵�　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
会において他の人々と共生することを妨げられないこと
⑶�　障害者・障害児にとって生活を営むうえで障壁となるような社会
の事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資すること

1 障害者総合支援法の全体像

１　障害者総合支援法の目的と理念
※1�平成18年（2006年）4月
に「障害者が地域で暮らせ
る社会」を目的に施行され
た障害者自立支援法を改正
し，平成25年（2013年）4
月より施行された法律が障
害者総合支援法（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）です。

　平成28年（2016年）に同
法の附則で規定された施行
後3年を目途とした見直し
が行われ，平成30年（2018
年）4月に改正施行されて
います。

◆障害者総合支援法の実施についての責務（法２条・３条）

市町村 ⑴�　障害者等が自立した生活を営むことができるよう，生活の実態を把握したうえで，公共職業安定所
その他の職業リハビリテーションを実施する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り
つつ，必要な自立支援給付・地域生活支援事業を総合的・計画的に行う
⑵�　障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，相談に応じ，必要な調査と指導を行い，これら
に付随する業務を行う
⑶　意思疎通に支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう必要な便宜を供与
　虐待の防止とその早期発見のために関係機関と連絡調整を行う
　その他権利の擁護のために必要な援助を行う

都道府県 ⑴�　市町村が行う自立支援給付・地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市町村に対する必
要な助言，情報の提供その他の援助を行う
⑵　市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給と地域生活支援事業を総合的に行う
⑶　障害者・障害児に関する相談と指導のうち，専門的な知識と技術を必要とするものを行う
⑷�　市町村と協力して権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村が行う援助が適正かつ円
滑に行われるよう，市町村に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国 市町村・都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業等が適正かつ円滑に行われるよう，市町村・
都道府県に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国・地方
公共団体

障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サービス，相談
支援，地域生活支援事業の提供体制の確保に努める

国民 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日常生活または社会生活を営め
るような地域社会の実現に協力するよう努める
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１　障害者総合支援法の全体像

　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（法４条）。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。

障
害
者
（
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を含み，知的障害者
福祉法にいう知的障害者を除く）※２
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人）

障
害
児

（
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）
④上記⑷難病等対象者に該当する児童

２　対象となる障害者・障害児の範囲

◆身体障害者手帳の交付対象となる身体上の障害（身体障害者福祉法・別表→263頁）

※2�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，一定の証書類によ
り精神障害者であることが
確認された場合，給付の対
象となります（→30頁）。

⑴�視覚障害で，永続するもの ①両眼の視力がそれぞれ0.1以下
②１眼の視力が0.02以下，他眼の視力が0.6以下
③両眼の視野がそれぞれ10度以内
④両眼による視野の２分の１以上が欠けている
※視力は万国式試視力表で測定（屈折異常がある場合は矯正視力について測定）

⑵�聴覚または平衡機能の障害で，
永続するもの

①両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上
②１耳の聴力レベルが90デシベル以上，他耳の聴力レベルが50デシベル以上
③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
④平衡機能の著しい障害

⑶�音声機能，言語機能，そしゃく
機能の障害

①音声機能，言語機能，そしゃく機能の喪失
②音声機能，言語機能，そしゃく機能の著しい障害で，永続するもの

⑷�肢体不自由 ①１上肢，１下肢または体幹の機能の著しい障害で，永続するもの
②�１上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く，またはひとさし指を含めて１上肢
の２指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く
③１下肢をリスフラン関節以上で欠く
④両下肢のすべての指を欠く
⑤�１上肢のおや指の機能の著しい障害，またはひとさし指を含めて１上肢の３
指以上の機能の著しい障害で，永続するもの
⑥上記のほか，その程度が①～⑤の障害の程度以上と認められるもの

⑸�心臓，じん臓または呼吸器の機能の障害，ぼうこうまたは直腸の機能の障害，小腸の機能の障害，ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能の障害，肝臓の機能の障害で，永続し，かつ，日常生活に著しい制限を受ける程
度であると認められるもの
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Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

　障害者総合支援法では，制度の谷間のない支援
を提供する観点から，障害者の定義に難病等の患
者を追加し，平成25年（2013年）４月から障害福
祉サービス等の対象としています。
　対象となる人は，身体障害者手帳の有無にかか
わらず，必要に応じて障害支援区分の認定などの
手続きを経たうえで，市町村で必要と認められた
障害福祉サービス等を利用できます（難病患者に
ついての公費負担医療は，障害福祉サービス等の
対象者であっても難病法により行われます）。
　障害者総合支援法の対象となる難病患者等と
は，治療方法が確立していない疾病等の特殊の疾
病による障害で，継続的に日常生活または社会生
活に相当な制限をうける人です。
　障害者総合支援法の対象疾病の要件は，次のよ
うに定められています。

指定難病の要件 障害者総合支
援法の取扱い

①発病の機構が明らかでない 要件としない
②治療方法が確立していない 要件とする
③患者数が人口の0.1％程度に達しない 要件としない
④長期の療養を必要とする 要件とする
⑤�診断に関し客観的な指標による一
定の基準が定まっている

要件とする

　なお，障害者総合支援法の対象疾病については，
難病法（難病の患者に対する医療等に関する法律）
の指定難病の「重症度分類等」は適用されません。

特定の疾病名に該当すれば，障害福祉サービスを
利用するための「障害支援区分」の認定をうける
ことが可能です。
●難病患者等の特徴を踏まえた認定
　難病患者等に対する障害支援区分の調査や認定
は，申請にもとづき，市町村が障害者に実施して
いる現行の調査項目や基準等で行います。
　しかし，難病患者等は，障害が固定している身
体障害者と違い，症状の変化や進行等の特徴があ
るため，それらを踏まえ認定調査が行われます。
とくに，症状が変化する場合は，「症状がより重
度の状態」＝「障害支援区分の認定が必要な状態」
という観点から認定が行われます。
●難病等の児童にも障害児支援
　児童福祉法改正により，障害児の定義に障害者
総合支援法に定める難病等の児童が追加され，平
成25年（2013年）４月から障害児支援（および障
害福祉サービス）の対象となっています。
●令和元年７月からは361疾病が対象　
　指定難病の令和元年（2019年）７月実施分の検
討結果を踏まえ，３疾病が新たに障害者総合支援
法の対象疾病となり，１疾病について対象が明確
化され１疾病が対象外となっています（ただし，
障害福祉サービス等の支給決定をうけていた人に
ついては，引き続き障害福祉サービス等を利用す
ることができます）。

難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供

◆難病患者等に対する障害支援区分の認定について（イメージ） 
症状
重度

軽度

障害支援
区分
区分６

非該当

○新たに障害福社サービス等の対象となる難病患者等
　＝症状（障害）が固定していない
　　（症状が変化する，症状が進行する　等）�

○障害福祉サービス等を必要としていない難病患者等
　＝治療，投薬等によって日常の生活に支障がない

症状が変化（重くなったり軽くなったり）
する場合は，「症状がより重度の状態」
＝「障害支援区分の認定が必要な状
態」と考え，
認定調査員が「症状がより重度の状態」
の詳細な聞き取りを行い，
市町村審査会が行う二次判定におい
て，調査結果と医師意見書の内容を審
査して，一次判定からの変更を検討する。
※「症状がより軽度の状態」で認定すると，「よ
り重度」の時に必要なサービスをうけられ
ない可能性が生じる。

症状が進行（悪化）する場合は，時
期に応じて，障害支援区分の再認定を
行う必要があるため，
市町村審査会が市町村に対して，�難病
等の特徴や医師意見書の内容を踏ま
え，
区分の有効期間の設定について意見
を述べる。
※症状の進行に応じて，障害支援区分の変更
や障害者手帳の取得等の申請について，相
談支援等が必要。�

○障害福祉サー
ビス等を利用
している難病
患者等

＝症状（障害）が
ある程度固定
し，障害者手
帳を取得して
いる
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１　障害者総合支援法の全体像

　障害者総合支援法によるサービスは，大きく「自立支援給付」（→25
頁）と「地域生活支援事業」（→188頁）に分けられます。障害者・障
害児は，障害の種類にかかわらず利用できます。
●自立支援給付
　自立支援給付は，障害福祉サービス，自立支援医療，補装具，高額
障害福祉サービスなどからなります（法６条）。
　障害福祉サービスには，介護給付と訓練等給付があり，相談支援に
もとづき提供されます。自立支援医療には，障害者・障害児が心身の
障害の状態の軽減を図り，自立した日常生活や社会生活を営むために
必要な更生医療（18歳以上の身体障害者を対象），育成医療（18歳未満
の身体障害児を対象），精神通院医療（精神障害者を対象）があります。
●地域生活支援事業
　地域生活支援事業は，障害者・障害児が基本的人権を享有する個人
としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営めるよう，地
域の特性や利用者の状況に応じ計画的に柔軟な事業形態により実施さ
れる事業です（法77条～78条）。
●児童福祉法によるサービス
　障害児を対象とする障害児通所支援，障害児入所支援，障害児相談
支援（→153頁）は，児童福祉法にもとづきサービスが提供されます※３　
（児童福祉法６条の２の２）。

３　障害者総合支援法のサービス体系

※3�障害児を対象とする施
設・事業等のサービスは，
平成24年（2012年）４月
より児童福祉法に規定が一
本化されました。障害種別
で分かれていた障害児施設
は，通所による支援，入所
による支援にそれぞれ一元
化されています。

　小児慢性特定疾病とは，18歳未満の児童（ま
たは引き続き治療が必要な20歳未満）が，その
疾病にかかっていることにより，長期にわたり療
養を必要とし，および生命に危険が及ぶおそれが
あるもので，療養のために多額の費用を要する疾
病です（児童福祉法６条の２）。
　小児慢性特定疾病医療支援は，児童福祉法にも
とづき，小児慢性特定疾病の児童等の健全育成を
図るため，治療方法の確立と普及，患者家庭の医
療費の負担軽減につながる医療給付を行います。
実施主体は，都道府県・指定都市・中核市です。
　令和元年（2019年）７月からは，16疾患群・
762疾病が対象となっています。
　なお，小児慢性特定疾病の児童等でも，該当す

る児童等は，障害児を対象とする障害福祉サービ
ス・障害児通所支援・障害児入所支援や難病法の
医療費助成（特定医療費の支給）を利用できます
（小児慢性特定疾病と共通の指定難病については，
小児慢性特定疾病の医療費で助成します）。
●保護者の申請にもとづく医療費支給認定
　対象となる患者は，保護者が都道府県等に申請
し支給認定をうけます。このとき，うけられる医
療機関と負担上限月額が決定され，医療受給者証
が交付されます。
　小児慢性特定疾病の医療費について，患者負担
は，世帯の所得に応じた負担上限月額か，医療費
の２割のいずれか低い方となります（重症患者等
には負担軽減があります）。

■小児慢性特定疾病医療支援
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Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

自立支援給付

地域生活支援事業

〈国負担1/2〉

〈国補助1/2以内〉

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

障害児相談支援
障害児通所支援

障害児入所支援（都道府県）

●自立訓練（機能訓練・生活訓練）
●就労移行支援
●就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
●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　　●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）

◆障害者総合支援法による障害者・障害児への保健福祉サービス
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１　障害者総合支援法の全体像

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）

◆障害福祉サービス等の体系
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Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

◎障害者への障害福祉サービスや障害児への支援について，提供体制と円滑な実施を確保すること
を目的として，国（厚生労働大臣）は基本指針を一体的に作成します。
◎市町村・都道府県は，国が定める基本指針に即して障害福祉計画と障害児福祉計画を一体的に策
定します。計画期間は３年で，令和３～５年度は第６期の計画期間となっています。

　国は，障害福祉サービス，相談支援，地域生活支援事業の提供体制
を整備し，自立支援給付と地域生活支援事業の円滑な実施を確保する
ため，次の基本的な指針（基本指針）※１を定めます（法87条）。
⑴�障害福祉サービスと相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
⑵�障害福祉サービス，相談支援，地域生活支援事業の提供体制の確保
に係る目標に関する事項
⑶�市町村障害福祉計画・都道府県障害福祉計画に関する事項
⑷�その他自立支援給付等の円滑な実施を確保するために必要な事項
　また，障害児通所支援，障害児入所支援，障害児相談支援の提供体
制を整備し，円滑な実施を確保するため，次の基本的な指針（基本指
針）※２を定めます（児童福祉法33条の19）。
⑴障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
⑵障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
⑶市町村障害児福祉計画・都道府県障害児福祉計画に関する事項
⑷その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
　基本指針は一体のものとして作成され，それに即して，市町村は障
害者等の数や状況を勘案して市町村障害福祉計画を，都道府県は市町
村障害福祉計画の達成に資するため広域的な見地から都道府県障害福
祉計画を策定します（法88条・89条，児童福祉法第33条の20～25）。

2 障害福祉計画・障害児福祉計画

１　基本指針と障害福祉計画・障害児福祉計画

※1�障害福祉サービス等及び
障害児通所支援等の円滑な
実施を確保するための基本
的な指針（平成18年厚生
労働省告示第395号，最終
改正；令和２年厚生労働省
告示第213号）として，一
体的に作成されています。

※2�障害児福祉計画は，児童
福祉法改正により，平成
30年度から作成が義務化
されています。

◆障害者福祉計画・障害児福祉計画の計画期間

第１期
H18～20年度

第２期
H21～23年度

第３期
H24～26年度

第４期
H27～29年度

第５期（第１期）
H30～R２年度

第６期（第２期）
R３～５年度

第１期障害福祉
計画

第２期障害福祉
計画

第３期障害福祉
計画

第４期障害福祉
計画

第５期障害福祉
計画／第１期障
害児福祉計画

第６期障害福祉
計画／第２期障
害児福祉計画

Ｈ23年度を目標
として，地域の
実情に応じた数
値目標と障害福
祉サービスの見
込量を設定

第１期の実績を
ふまえ，第２期
障害福祉計画を
作成

つなぎ法による
障害者自立支援
法の改正等をふ
まえ，Ｈ26年度
を目標として第
３期計画を作成

障害者総合支援
法の施行等をふ
まえ，Ｈ29年度
を目標として第
４期計画を作成

障害者総合支援
法・児童福祉法
の施行等をふま
え，Ｒ２年度を
目標として第５
期計画を作成

障害者総合支援
法・児童福祉法
の趣旨等をふま
え，Ｒ５年度を
目標として第６
期計画を作成
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２　障害福祉計画・障害児福祉計画

◆障害福祉計画と基本指針

◆障害児福祉計画と基本指針

国の基本指針（総合支援法87条）

市町村障害福祉計画（総合支援法88条） 都道府県障害福祉計画（総合支援法89条）

障害福祉サービス及び相談支
援の提供体制の確保に関する
基本的事項

障害福祉サー
ビス，相談支
援及び地域生
活支援事業の
提供体制の確
保に係る目標
に関する事項

各年度における区域
ごとの指定障害福祉
サービス，指定地域
相談支援又は指定計
画相談支援の種類ご
との必要な量の見込
み　　　　　　（注）

各年度の
指定障害
者支援施
設の必要
入所定員
総数

（注）

各年度におけ
る都道府県の
地域生活支援
事業の種類ご
との実施に関
する考え方及
び量の見込み

障害福祉サービス，相談支援並びに市町村
及び都道府県の地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る目標に関する事項

市町村及び都道府県
の障害福祉計画に関
する事項

その他
の事項

義　務

区域ごとの障
害福祉サービ
ス等の見込量
の確保方策

区域ごとの障害福
祉サービス等に従
事する者の確保又
は資質の向上

施設障害福
祉サービス
の質の向上

区域ごとの医
療機関等の関
係者との連携

努力義務

・他の計画と調和が保たれること（義務）　　など
（注）都道府県は，定員や見込量が超えることになる等の場合には，施設・

事業所の指定を行わないことができる。（障害者支援施設，生活介
護，就労継続支援 B 型）

障害福祉サービ
ス，相談支援及
び地域生活支援
事業の提供体制
の確保に係る目
標に関する事項

各年度における指
定障害福祉サービ
ス，指定地域相談
支援又は指定計画
相談支援の種類ご
との必要な量の見
込み

各年度におけ
る市町村の地
域生活支援事
業の種類ごと 
の実施に関す
る考え方及び
量の見込み

義　務

障害福祉サービス等の見込
量の確保方策

医療機関等の関係機関
との連携

努力義務

・計画は障害者等の数，その障害の状況を勘案すること
（義務）

・計画を作成する場合，障害者等の心身の状況等を把握
した上で作成すること（努力義務）

・他の計画と調和が保たれること（義務）　　など

その他の事項
その他の事項

※各市町村を包括する広域的な見地から作成

国の基本指針（児童福祉法33条の19）

市町村障害児福祉計画（児童福祉法33条の20） 都道府県障害児福祉計画（児童福祉法33条の22）

障害児通所支援，障害児入所支援，
障害児相談支援の提供体制の確保に
関する基本的事項

障害児通所支援， 障 
害児入所支援及び障 
害児相談支援提供体
制の確保に係る目標
に関する事項

各年度における区域ごと
の指定通所支援又は指定
障害児相談支援の種類ご
との必要な量の見込み

（注）

各年度の指定
障害児入所施
設等の必要入
所定員総数

（注）

障害児通所支援，障害児入所支援，
障害児相談支援の提供体制の確保に
係る目標に関する事項

市町村及び都道府県
の障害児福祉計画に
関する事項

その他
の事項

義　務

区域ごとの指
定通所支援の
見込量の確保
方策

区域ごとの指定
通所支援又は指
定障害児相談支
援の質の向上

障害児入所
支援の質の
向上

区域ごとの医療
機関，教育等の
関係者の連携

努力義務

・他の計画と調和が保たれること（義務）　　など
（注）都道府県は，定員や見込量が超えることになる等の場合には，施設・

事業所の指定を行わないことができる（障害児入所施設，放課後
等デイサービス等）

障害児通所支援及び障害
児相談支援の提供体制の
確保に係る目標に関する
事項

各年度における指定通所
支援又は指定障害児相談
支援の種類ごとの必要な
量の見込み

義　務

指定通所支援又は指定障害
児相談支援の見込量の確保
方策

医療機関，教育機関等
の関係機関との連携

努力義務

・計画は障害児の数，その障害の状況を勘案すること
（義務）

・計画を作成する場合，障害児の心身の状況等を把握 
した上で作成すること（努力義務）

・他の計画と調和が保たれること（義務）　　など

その他の事項
その他の事項

※各市町村を包括する広域的な見地から作成

15



Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

　令和３年度からの計画期間に対応し，基本指針の見直し（令２告示
213）が行われています。都道府県・市町村ではこれに即した令和３
年度からの障害福祉計画・障害者支援計画が策定されています。
　今回の見直しでは，基本的な考え方として地域生活の維持・継続と
一般就労への移行が継続して課題となっています。また，障害者の重
度化・高齢化やニーズの多様化をふまえて，サービス等の質の向上，
障害福祉人材の確保，障害者の社会参加を支える取組が重視されると
ともに，新たに強度行動障害・高次脳機能障害への支援体制や依存症
対策の推進が課題となっています。
●成果目標に関する事項
　基本指針・第二の成果目標（計画期間が終了する令和５年度末の目
標）※３については，直近の状況等をふまえて見直しを行うとともに，
相談支援体制の充実・強化等，障害福祉サービス等の質の向上につい
て，新たに成果目標が設定されました。
　さらに，精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築，福祉
施設から一般就労への移行等，障害児支援の提供体制の整備等につい
ては，成果目標が追加・変更されています。

２　令和３～５年度の計画期間と基本指針の見直し

◆成果目標の見直し（第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画）
⑴�施設入所者の地域生活への移行 ⃝�地域移行者数：Ｒ元年度末施設入所者の６％以上

⃝�施設入所者数：Ｒ元年度末の1.6％以上削減
⑵�精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築

⃝�精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数
　316日以上（H30年時点の上位10%の都道府県の水準）【新】
⃝�精神病床の１年以上入院患者数：10.6万人～12.3万人に
　（H30年度の17.2万人と比べて6.6万人～4.9万人減）
⃝�退院率：３カ月後69％以上,６カ月後86％以上,１年後92％以上
　（H30年時点の上位10%の都道府県の水準）

⑶�地域生活支援拠点等が有する機能
の充実

⃝�各市町村または各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ年１回以上運用状
況を検証，検討

⑷�福祉施設から一般就労への移行等
　【新】

⃝�一般就労への移行者数：Ｒ元年度の1.27倍
　うち移行支援事業：1.30倍，就労Ａ型：1.26倍，就労Ｂ型：1.23倍
⃝�就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち,７割以上の利用
⃝�就労定着率８割以上の就労定着支援事業所：７割以上

⑸�障害児支援の提供体制の整備等 ⃝�児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所設置
⃝�難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保【新】
⃝�保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築
⃝�主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所，放課後等デイサービ
スを各市町村に少なくとも１カ所確保

⃝�医療的ケア児支援の協議の場（都道府県，圏域，市町村ごと）の設置およ
び医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置【一部新】

⑹�相談支援体制の充実・強化等【新】⃝�各市町村または各圏域で，相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保
⑺�障害福祉サービス等の質の向上【新】⃝�各都道府県や各市町村において，サービスの質の向上を図るための体制構築

※3�成果目標を達成するため
必要となるサービス利用量
等について「活動指標」が
見込まれています。活動指
標にもとづき，目標達成の
ための定期的な状況確認が
行われます。
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２　障害福祉計画・障害児福祉計画

◆基本指針の見直しの主なポイント

地域における生活の
維持および継続の推
進

⃝�入所等から地域生活への移行について，日中サービス支援型指定共同生活援助により常
時の支援体制を確保すること等により，地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続
することができるような体制を確保する【基本指針記載】

精神障害にも対応し
た地域包括ケアシス
テム

⃝�包括的かつ継続的な地域生活支援体制整備を今後も計画的に推進する観点から，精神障
害者の精神病床から退院後の地域における定着に成果目標【成果目標追加】

⃝�アルコール，薬物およびギャンブル等をはじめとする依存症対策を推進【基本指針記載】

福祉施設から一般就
労への移行

⃝�就労移行支援事業の取組を更に進めるとともに，就労継続支援の取組も評価していくた
め，移行者数の目標値において，就労移行支援の目標を明確化するとともに，就労継続
支援Ａ型・Ｂ型についても事業目的をふまえ成果目標【成果目標追加】

⃝�就労定着支援の更なるサービス利用を促すため，利用者数を成果目標として追加すると
ともに，定着率の数値目標については，平成30年度報酬改定の内容（就労定着率〈過
去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数〉に応じた基
本報酬）に合わせて設定する【成果目標追加】

⃝�このほか，以下の取組を進めることが望ましい【基本指針記載】
　①農福連携の推進に向けた理解促進および就労継続支援事業所等への支援
　②大学在学中の学生の就労移行支援の利用促進
　③�高齢障害者に対する就労継続支援Ｂ型等による適切な支援および高齢障害者のニーズ
に沿ったサービスや支援につなげる体制構築

「地域共生社会」の
実現に向けた取組

⃝�引き続き地域共生社会の実現に向け，地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための
仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに，地域の
実態等をふまえながら，包括的な支援体制の構築に取り組む【基本指針記載】

発達障害者等支援の
一層の充実

⃝�ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の支援体制を確保すること，発達障
害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等の確保が重要【基本指針記載】

障害児通所支援等の
地域支援体制の整備

⃝�児童発達支援センターについて，地域支援機能を強化することにより地域社会への参加
や包容（インクルージョン）を推進することが重要【基本指針記載】

⃝�障害児入所施設に関して，①ケア単位の小規模化，地域に開かれたものとする，②入所
児童18歳以降の支援について必要な協議が行われる体制の整備【基本指針記載】

⃝�保育，保健医療，教育等の関係機関との連携【基本指針記載】
　・障害児通所支援の実施に当たって，学校の空き教室の活用等の実施形態を検討する
　・�難聴児支援に当たって，児童発達支援センターや特別支援学校（聴覚障害）等を活用
した難聴児支援のための中核的機能を有する体制確保等が必要

⃝�重症心身障害児や医療的ケア児の支援体制の整備【基本指針記載】
　・人数やニーズを把握するため，管内の支援体制の現状を把握する
　・�短期入所の実施体制の確保について，家庭的環境等を十分にふまえた支援や家族のニ
ーズの把握が必要，ニーズの多様化をふまえ協議会等を活用して役割等を検討

相談支援体制の充
実・強化等

⃝�相談支援体制に関して，各地域において検証・評価を行い，各種機能の更なる強化・充
実に向けた検討を行うことが必要【基本指針記載】

障害者の社会参加を
支える取組

⃝�障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進に関し，都道府県による文化芸術活
動を支援するセンター・広域的支援を行うセンターの設置を推進【基本指針記載】

⃝�読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため，「視覚
障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」をふまえ，視覚障害者等の読書環境の
整備を計画的に推進【基本指針記載】

障害福祉サービス等
の質の向上

⃝�近年，障害福祉サービス等が多様化するとともに，多くの事業者が参入している中，改
めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に，その目的を果たすためには，利用者が真に
必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが必要であることから，障害福祉サー
ビス等の質を向上させるための体制を構築する【成果目標追加】

障害福祉人材の確保 ⃝�障害福祉サービス等の提供を担う人材を確保するため，研修の実施，多職種間の連携の
推進，障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報
等に，関係者が協力して取り組むことが重要【基本指針記載】
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Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

◆第一：提供体制の確保に関する基本的事項　一　基本的理念
⑴�自己決定の尊重と意
思決定の支援

障害者等の自己決定を尊重し，意思決定の支援に配慮するとともに，障害者等が必要
とする支援を受けつつ，その自立と社会参加の実現を図っていく

⑵�身近な実施主体と障
害種別によらない一
元的な障害福祉サー
ビスの実施等

⃝�地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本
⃝�対象となる障害者等の範囲を身体障害者・知的障害者・精神障害者（発達障害者・
高次脳機能障害者を含む）・難病患者等で18歳以上の人，障害児とし，サービスの充
実を図り，都道府県の適切な支援等を通じ引き続き障害福祉サービスを均てん化

⑶�入所等から地域生活
への移行，地域生活
の継続の支援，就労
支援等の課題に対応
したサービス提供体
制の整備

障害者等の自立支援
の観点から，入所等
から地域生活への移
行，地域生活の継続
の支援，就労支援と
いった課題に対応し
たサービス提供体制
を整え，障害者等の
生活を地域全体で支
えるシステムを実現
するため，地域生活
支援の拠点づくり，
ＮＰＯ等によるイン
フォーマルサービス
の提供等，地域の社
会資源を最大限に活
用し，提供体制の整
備を進める

入所等から地域生活への移行：地域生活を希望する者が地域で
の暮らしを継続することができるよう，必要な障害福祉サービ
ス等が提供される体制を整備（例えば，重度・高齢化した障害
者で地域生活を希望する者には，日中サービス支援型指定共同
生活援助により常時の支援体制を確保すること等により，地域
生活への移行が可能となるようサービス提供体制を確保）
地域生活支援の拠点等の整備：地域生活への移行，親元からの
自立等の相談，一人暮らし，グループホーム入居等の体験機会
と場の提供，短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時
受入対応体制の確保，人材の確保・養成・連携等による専門性
の確保並びにサービス拠点の整備およびコーディネーターの配
置等による地域の体制づくりを行う機能をさらに強化
精神病床における長期入院患者の地域生活への移行：自治体を
中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進，あら
ゆる人が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会の実現に
向けた取組の推進をふまえ，精神障害者が，地域の一員として
安心して自分らしい暮らしをすることができるよう，精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める

⑷�地域共生社会の実現
に向けた取組

⃝�地域共生社会の実現に向け，引き続き，地域住民が主体的に地域づくりに取り組む
ための仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むととも
に，地域ごとの包括的な支援体制の構築に取り組む

⃝�市町村は次の支援を一体的に実施する新事業の活用も検討し，体制を整備
　①�属性にかかわらず，地域の様々な相談を受け止め，自ら対応またはつなぐ機能，
多機関協働の中核の機能，継続的伴走支援を中心的に担う機能を備えた相談支援

　②�①と一体的に行う，就労支援，居住支援など，多様な社会参加に向けた支援
　③�ケアし支え合う関係性を広げ，交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能，
住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援

⑸�障害児の健やかな育
成のための発達支援

⃝�障害児と家族に，障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように市町村・
都道府県を実施主体の基本とし，障害種別にかかわらず，質の高い専門的な発達支
援を行う障害児通所支援等の充実，都道府県の適切な支援等を通じた障害児支援の
均てん化を引き続き図ることにより，地域支援体制を構築

⃝�障害児のライフステージに沿って，地域の保健，医療，障害福祉，保育，教育，就
労支援等の関係機関が連携を図り，切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構
築を図り，さらに，障害の有無にかかわらず，全ての児童が共に成長できるよう，
地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進

⃝�医療的ケア児が保健，医療，障害福祉，保育，教育等の支援を円滑に受けられるよ
うにする等，専門的な支援を要する者に対して，各関連分野が共通の理解に基づき
協働する包括的な支援体制を構築

⑹�障害福祉人材の確保 ⃝�障害者の重度化・高齢化が進む中でも，将来にわたって安定的にサービス等を提供
し事業を実施していくためには，提供体制の確保と併せて人材確保が必要

⃝�専門性を高める研修の実施，多職種間の連携推進，障害福祉の現場が働きがいのあ
る魅力的な職場であることの積極的周知・広報等，関係者が協力して取り組む

⑺�障害者の社会参加を
支える取組

⃝�障害者の地域における社会参加を促進するため，多様なニーズをふまえて支援
⃝�「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」をふまえ，障害者が文化芸術を享
受鑑賞し，または創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて，障
害者の個性や能力の発揮と社会参加を促進

⃝�「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」をふまえ，視覚障害者等の読
書環境の整備を計画的に推進

基本指針（令和３～５年度）のあらまし
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２　障害福祉計画・障害児福祉計画

◆第一：提供体制の確保に関する基本的事項　二　障害福祉サービス

◆第一：提供体制の確保に関する基本的事項　三　相談支援

⑴�全国で必要とされる訪問系
サービスの保障

⃝�居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者等包括支援を充実
する

⑵�希望する障害者等への日中
活動系サービスの保障

⃝�療養介護，生活介護，短期入所，自立訓練，就労移行支援，就労継続支援，就
労定着支援，地域活動支援センターのサービスを保障する

⑶�グループホーム等の充実，
地域生活支援拠点等の整備
と機能の充実

⃝�地域における居住の場としてのグループホームの充実，自立生活援助，地域移
行支援および地域定着支援，自立訓練事業等の推進により，入所等から地域生
活への移行を進める

⃝�重度化・高齢化した障害者や日常生活を営む上での理解力・生活力を補う必要
のある障害者でも地域で暮らすことができるよう適切に管内の福祉施設等の支
援に係るニーズの把握に努め，日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生
活援助等の必要な量を見込む

⃝�必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって，障害者
等の地域における生活の維持および継続が図られるようにする

⃝�地域生活支援拠点の整備と必要な機能の充実を図る

⑷�福祉施設から一般就労への
移行等の推進

⃝�就労移行支援事業および就労定着支援事業等の推進により，障害者の福祉施設
から一般就労への移行およびその定着を進める

⑸�強度行動障害や高次脳機能
障害を有する障害者に対す
る支援体制の充実

⃝�強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対して，障害福祉サービス等
において適切な支援ができるよう，人材育成等を通じて支援体制の整備を図る
必要がある

⑹�依存症対策の推進 ⃝�依存症に対する誤解・偏見を解消するための関係職員への研修や幅広い普及啓
発，相談機関および医療機関の周知および整備並びに自助グループ等の当事者
団体を活用した回復支援を行う

⑴�相談支援体制の構築 ⃝�福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整備に加
えて，サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援，個
別事例における専門的な指導や助言を行う

⃝�利用者と地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情
を的確に把握し，特定相談支援事業所の充実のため，必要な施策を確保する

⃝�これらの取組を効果的に進めるため，市町村は，地域における相談支援の中核
機関である基幹相談支援センターを設置し，相談支援に関して指導的役割を担
う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保，その機能を有効に活用する

⃝�総合的な相談支援体制，専門的な指導・助言および人材育成等各種機能の更な
る強化・充実に向けて検討する

⑵�地域生活への移行や地域定
着のための支援体制の確保

⃝�障害者支援施設等，児童福祉施設，療養介護を行う病院に入所または精神科病
院に入院している障害者等の数等を勘案し，計画的に地域移行支援に係るサー
ビスの提供体制を確保する

⃝�地域移行支援と併せ，自立生活援助や地域定着支援の充実を図る

⑶�発達障害者等に対する支援 ⃝�発達障害者等への相談支援体制等の充実：発達障害者支援センターの複数設置
や発達障害者地域支援マネジャーの配置等を適切に進める

⃝�発達障害者等および家族等への支援体制の確保：ペアレントプログラムやペア
レントトレーニング等の支援体制を確保，発達障害の診断等を専門的に行うこ
とができる医療機関等を確保する

⑷協議会の設置等 ⃝�関係機関等により構成される協議会を置くように努めなければならない
⃝�協議会は，関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとと
もに，障害福祉計画等を定め，または変更しようとする際に，意見を求められ
た場合には，地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である

⃝�発達障害者支援センターや高次脳機能障害支援拠点，難病相談支援センター等
の専門機関との連携を確保する
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Ⅰ-１　障害者総合支援法のしくみ

◆第一：提供体制の確保に関する基本的事項　四　障害児支援

障害児と家族に対し，乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制を構築

⑴�地域支援体制
の構築

⃝�児童発達支援センターの専門的機能の強化を図り，地域の中核的な支援施設として位置づけ，
事業所と緊密な連携を図り，重層的な障害児通所支援の体制整備を図る（併せて，地域支援
機能を強化し，障害児の地域社会への参加や包容〈インクルージョン〉を推進）
⃝�障害児入所施設の専門的機能の強化を図り，地域において，虐待を受けた障害児等への対応
を含め，様々なニーズに対応する機関としての役割を担う
⃝�障害児通所支援と障害児入所支援は，障害児支援の両輪として，相互に連携しながら進める
必要があり，都道府県は，障害児通所支援の広域的な調整および障害児入所支援の体制整備
の双方の観点から一体的な方針を策定する
⃝�障害児支援から障害福祉サービスへ円滑に移行が図られるよう，都道府県と市町村は緊密に
連携（18歳以降の支援の在り方について，適切な時期に必要な協議が行われる体制整備）
⃝�障害児通所支援事業所・障害児入所施設は，障害児に質の高い専門的な発達支援を行う機関
であることから，常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る

⑵�保育，保健医
療，教育，就
労支援等の関
係機関と連携
した支援

⃝�障害児通所支援の体制整備に当たっては，保育所や認定こども園，放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）等の子育て支援施策との緊密な連携を図る
⃝�障害児の早期の発見と支援，健全な育成を進めるため，母子保健施策や小児慢性特定疾病施
策との緊密な連携，子育て支援担当部局や保健医療担当部局との連携体制を確保する
⃝�就学時・卒業時の円滑な支援引継ぎも含め，学校，障害児通所支援事業所・入所施設・相談
支援事業所，就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密に連携
⃝�放課後等デイサービス等の障害児通所支援の実施に当たっては，学校の空き教室の活用等，
関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討する
⃝�難聴児の支援に当たっても，都道府県は児童発達支援センターや特別支援学校（聴覚障害）
等を活用した，難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに，新生
児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育ま
でを遅滞なく円滑に実施するための手引書の作成を進め，難聴児およびその家族への切れ目
のない支援の充実を図る

⑶�地域社会への
参加・包容の
推進

⃝�保育所等訪問支援を活用し，障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園，放課後児童
健全育成事業（放課後児童クラブ），幼稚園，小学校，特別支援学校等の育ちの場での支援
に協力できる体制を構築，地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進を図る

⑷�特別な支援が
必要な障害児
に対する支援
体制の整備

①重症心身障害児および医療的ケア児に対する支援体制の充実
⃝�重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるよ
う，地域の重症心身障害児数やニーズを把握／医療的ケア児についても，身近な地域で必要
な支援が受けられるよう，地域の医療的ケア児数やニーズを把握
⃝�短期入所の確保には，家庭環境等を十分にふまえた支援や家族のニーズの把握が必要
⃝�保健所，病院・診療所，訪問看護ステーション，障害児通所支援事業所，障害児入所施設，
障害児相談支援事業所，保育所，学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること
等により，各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築する
⃝�医療的ケア児に対する総合的支援体制の構築に向け，市町村は関連分野の支援を調整するコ
ーディネーターとして養成された相談支援専門員，保健師，訪問看護師等の配置を促進
⃝�コーディネーターは，医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し，総
合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに，協議の場に参画し，地域における課題の
整理や地域資源の開発等を行いながら，医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推
進する役割を担う
②強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実
⃝�障害児通所支援等において適切な支援ができるよう，人材育成等を通じて支援体制を整備
③虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
⃝�虐待を受けた障害児に対しては，障害児入所施設において小規模なグループによる支援や心
理的ケアを提供，障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努める

⑸�障害児相談支
援の提供体制

⃝�障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに，支
援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っており，質の確保および
その向上を図りながら，支援の提供体制の構築を図る
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２　障害福祉計画・障害児福祉計画

◆成果目標の見直しの概要（第二：提供体制の確保に係る目標）
項目 第５期計画（Ｒ２年度末まで） 第６期計画（Ｒ５年度末まで）

⑴�施設入所者
の地域生活
への移行

地域生活移行割合 Ｈ28年度末の９％以上 Ｒ元年度末の６％以上
施設入所者数 Ｈ28年度末の２％以上削減 Ｒ元年度末の1.6％以上削減

⑵�精神障害に
も対応した
地域包括ケ
アシステム
の構築

　�（項目の見
直し）

精神病床から退院後
１年以内

地域における生活日数の平均316日
以上

精神病床の１年以上
長期入院患者数

国が提示する推計式を用いて設定 国が提示する推計式を用いて設定
（全国目標値はＲ元年比6.6万人から
4.9万人減少の見込み）

精神病床の早期退院
率（入院後３月・６
月・１年時点）

３月時点69％以上
６月時点84％以上
１年時点90％以上

３月時点69％以上
６月時点86％以上
１年時点92％以上

⑶�地域生活支援拠点等が有する機
能の充実（項目の見直し）

各市町村または各圏域に少なくとも
１つを整備

各市町村または各圏域に１つ以上を
確保，年１回以上の運用状況検証

⑷�福祉施設か
ら一般就労
への移行

　�（項目の見
直し）

福祉施設から一般就
労へ移行

Ｈ28年度実績の1.5倍以上 Ｒ元年度実績の1.27倍以上
（併せて，就労移行支援，就労継続
支援Ａ型・Ｂ型の目標値設定）

就労移行支援の利用
者数

Ｈ28年度末から２割以上増加
利用者のうち就労移行率が３割以上
の事業所が全体の５割以上

現状の利用者数を確保
Ｒ元年度実績の1.30倍以上（移行率
の上昇を見込み）

就労継続支援Ａ型 Ｒ元年度実績の概ね1.26倍以上
（移行率が着実に上昇と見込み）

就労継続支援Ｂ型 Ｒ元年度実績の概ね1.23倍以上
（移行率は現状維持，利用者が着実
に増加と見込み）

就労定着支援 支援開始１年後の職場定着率を８割
以上

就労移行支援事業等を通じた一般就
労への移行者数のうち７割が就労定
着支援事業を利用／就労定着支援事
業所のうち，就労定着率が８割以上
の事業所を全体の７割以上

⑸�障害児支援
の提供体制
の整備等

　�（項目の見
直し）

児童発達支援セン
ター

各市町村に少なくとも１カ所以上設
置（圏域での設置でも可）

各市町村または各圏域に少なくとも
１カ所以上設置

保育所等訪問支援 すべての市町村で保育所等訪問支援
を利用できる体制を構築

すべての市町村で保育所等訪問支援
を利用できる体制を構築

聴覚障害児を含む難
聴児への適切な支援

各都道府県で難聴児支援のための中
核的機能を有する体制を確保

主に重症心身障害児
を支援する児童発達
支援/放課後等デイ
サービス事業所

各市町村に少なくとも１カ所以上確
保することを基本（市町村単独での
確保が困難な場合には，圏域での確
保であっても差し支えない）

各市町村または各圏域に少なくとも
１カ所以上確保

医療的ケア児への適
切な支援

各都道府県・各圏域・各市町村で，
保健・医療・障害福祉・保育・教育
等の関係機関が連携を図る協議の場
を設ける（都道府県が関与した圏域
での設置でも差し支えない）

各都道府県・各圏域・各市町村で，
保健・医療・障害福祉・保育・教育
等の関係機関が連携を図る協議の場
を設ける／医療的ケア児等に関する
コーディネーターを配置

⑹相談支援体制の充実・強化等
　（新規）

各市町村・各圏域で，総合的・専門
的な相談支援の実施と地域の相談支
援体制を強化する体制を確保

⑺障害福祉サービス等の質の向上
　（新規）

質を向上させるための取組に関する
事項を実施する体制を構築

21



50

Ⅰ-２　自立支援給付の支給決定

◎介護給付費や共同生活援助の訓練等給付費の支給決定を受けるためには，支給要否決定を行うた
めに，市町村から障害支援区分の認定を受ける必要があります。
◎認定は，コンピュータ判定による一次判定と市町村審査会における二次判定により行われます。

　介護給付費や共同生活援助の訓練等給付費の支給決定を受けるため
には，支給要否決定の判断材料の一つとして，市町村から障害支援区
分の認定を受ける必要があります（法21条・令10条）※１。
　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」であ
り，透明で公平な支給決定を実現する観点から①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，②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，③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ことを基本的な考え方として開発されています。
●必要とされる支援の度合で７つに区分
　障害支援区分は，その必要とされる標準的な支援の度合により，「非
該当」「区分１」～「区分６」の７つの区分により認定されます（必
要とされる支援の度合が低い順番に列記）。
　区分は，必要とされる支援の量により認定されるものであり，障害
の程度（重さ）により区分されるものではありません。たとえば，①
障害が重度で入浴できず清拭のみを行っている場合と，②障害が軽度
で自分で入浴できるが行為が不十分なため全面的に支援者等が入浴介
助をやり直している場合とでは，障害の程度は異なりますが，支援の
度合としては同じく「全面的な支援が必要」となります。

4 障害支援区分の認定

１　障害支援区分の考え方と役割

※1 介護給付費・訓練等給付
費の支給決定等については
31頁参照。また，介護給
付においても同行援護につ
いては，同行援護アセスメ
ント調査票による調査の結
果不要と見込まれる場合，
障害支援区分の認定は行わ
れません。

　障害支援区分は，市町村がサービスの支給決定
時に，勘案事項の一つとして考慮するほか，主に
以下の３つの項目において用いられます。
①報酬単価の多寡・職員配置
　利用者の障害支援区分に応じて，報酬単価や職
員配置を設定します（障害支援区分に依らない報
酬単価や人員配置もあります）
②市町村に対する国庫負担基準額

　利用者の障害支援区分に応じて，市町村に対す
る国庫負担（精算基準）の上限を設定（利用者ご
とのサービスの上限ではなく市町村に対する国庫
負担の上限）
③利用できるサービス
　サービスの利用要件の１つとして，障害支援区
分を設定

■制度における障害支援区分の役割
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４　障害支援区分の認定�

　障害支援区分の認定は，介護給付費等の支給申請を受けた市町村が，
認定調査・医師意見書の取得を行い，その認定調査の結果や医師意見
書より判定します。
　障害支援区分に係る認定調査については，市町村職員または市町村
から委託を受けた指定一般相談支援事業者の相談支援専門員等（都道
府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了した者）が実施します
（認定調査員）。認定調査員は，申請のあった本人および保護者等と面
接をし，身体障害・知的障害・精神障害および難病等対象者共通の調
査項目等について認定調査を行います※２。
　また，認定調査にあわせて概況調査とし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します。
　市町村は市町村審査会に障害支援区分に関する審査・判定を依頼す
る際，申請に係る主治医等に対し，障害者の疾病・身体の障害内容・
精神の状況など，医学的知見から意見を求めます（医師意見書）※３。
●一次判定と二次判定
　障害支援区分の認定は，上記の認定調査結果・医師意見書を用いて，
一次判定・二次判定を経て判定されます。一次判定は80項目にわたる
認定調査項目の認定調査結果と，医師意見書の一部項目を踏まえたコ
ンピュータ判定が行われます。二次判定は，この一次判定の結果を原
案（認定原案）として，市町村審査会において判定します。

２　障害支援区分認定事務の流れ

※3 認定調査に用いる認定調
査票・概況調査票（別紙：
サービス利用状況票）およ
び医師意見書の様式につい
ては，「障害支援区分認定
の実施について」（平26障
発0303第１）において示
されています。

※2 あわせてサービスの利用
意向聴取を行うことも可能
です。

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

（低い） 必要とされる支援の度合
○障害の多様な特性その他の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。

（高い）

○市町村は，障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合，以下の手続きによる「障害支援区分の認定」を行う。

市
町
村
へ
の
申
請

市
町
村
に
よ
る
認
定

（
申
請
者
へ
の
通
知
）

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果
（認定調査）

主治医の意見書
（医師意見書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意見書
（医師意見書）

◆障害支援区分の定義（法４条・４項）と認定手続
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Ⅰ-２　自立支援給付の支給決定

　サービス利用者は，負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要
はありません。利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測さ
れる利用者については，上限額の管理が行われます。
　上限額管理の結果，利用者負担額が負担上限月額を超える場合，あ
らかじめ提供サービスの種類によって定める利用者負担額の優先徴収
順位にもとづき，優先順位の高いサービス事業所から順に負担上限月
額に到達するまで利用者負担額を徴収する方法により調整されます。
●利用者負担上限額管理の対象者と上限額管理者
　上限額管理対象者は，負担上限月額を超える可能性があると市町村
が認定した人で，同一月に複数のサービス事業所で利用する人です。
⑴�居住系サービス（施設入所支援，療養介護，短期入所，宿泊型自立
訓練，共同生活援助）の利用者で，他のサービスを利用する人
⑵�在宅の障害福祉サービスの利用者で，複数のサービス事業所から
サービス提供を受ける人
　上限額管理を行う事業所（上限額管理者※11）は，提供サービス量
や生活面を含めた利用者との関係性，サービス管理責任者の配置や事
務処理体制等を総合的に判断し，下表の順位となっています（同順位
に複数事業所がある場合などは利用者の意思もふまえ決定されます）。
利用者負担額が上限月額を超える場合の徴収も同順位です。

４　利用者負担の上限額管理

※11 上限額管理者は各サービ
ス事業所から「利用者負担
額一覧表」の提出を受けて

「利用者負担上限額管理票」
を作成し，各事業所はサー
ビス費用の請求明細書にそ
の「管理票」を添付します。

◆サービス利用形態ごとの利用者負担上限額管理者（指定事業所・指定施設に限る）

対象者からの依頼にもとづかない上限額管理者 対象者からの依頼による上限額管理者
⑴居住系サービス利用者 ⑵計画相談支援を受け

る人【⑴を除く】
⑶日中活動系サービス
利用者【⑴⑵を除く】

⑷訪問系サービス利用者
【⑴⑵⑶を除く】

療養介護事業所
障害者支援施設
自立訓練（生活訓練）事業

所（宿泊型自立訓練を受
ける人・精神障害者退院
支援施設利用者に限る）

就労移行支援事業所（精神
障害者退院支援施設利用
者に限る）

共同生活援助事業所（体験
利用を除く）

同・日中サービス支援型
同・外部サービス利用型

継続サービス利用支援
のモニタリング期間が

「毎月ごと」の人に限
り特定相談支援事業所
が上限額管理
※上記以外の利用者に
ついて特定相談支援事
業者は上限額管理を行
わない

生活介護事業所
自立訓練（機能訓練）

事業所
自立訓練（生活訓練）

事業所
就労移行支援事業所
就労継続支援Ａ型事業

所・Ｂ型事業所
※サービス提供事業所
が複数の場合は，原則
として契約日数の多い
事業所

居宅介護事業所【共生型を含む】
重度訪問介護事業所【共生型を含む】
同行援護事業所
行動援護事業所
重度障害者等包括支援事業所
※複数の場合は次の優先順位
①複数の訪問系サービスを提供す
る事業所（それが複数ある場合は
契約時間数が多い事業所）
②複数の訪問系サービスを提供す
る共生型事業所→③重度訪問介護
事業所→④同・共生型→⑤居宅介
護事業所→⑥同・共生型→⑦同行
援護事業所→⑧行動援護事業所

⑸短期入所サービス利用者【⑴⑵⑶⑷を除く】で，複数の短期入所事業所を利用している場合は，その月に原則と
して最後に短期入所サービスを提供した事業所
⑹共同生活援助サービスの体験利用者【⑴⑵⑶⑷⑸を除く】で，複数の共同生活援助事業所を体験利用している場

合は，その月に原則として最後に共同生活援助サービスを提供した事業所
※就労定着支援または自立生活援助の利用者については，就労定着支援事業所または自立生活援助事業所が上限額を管理
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５　介護給付費・訓練等給付費の利用者負担

　同一世帯に障害福祉サービス等の利用者が複数
いる場合などは，世帯の負担を軽減する観点から，
償還払い方式により，世帯の利用者負担が低所得
０円・一般37,200円（高額障害福祉サービス等給
付費等算定基準額）まで軽減されます。
　軽減の対象は，同一世帯・同一月に受けたサー
ビス等についての⑴～⑸の合算負担額です。
⑴障害者総合支援法の介護給付費等の利用者負担
額
⑵介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費
等による償還後の額）（利用者が障害福祉サー
ビスを併用している場合に限る）
⑶補装具費の利用者負担額（利用者が障害福祉
サービス等を併用している場合に限る）
⑷児童福祉法の障害児通所給付費の利用者負担額
⑸児童福祉法の障害児入所給付費の利用者負担額
　軽減額は，障害者総合支援法のサービスについ
ては高額障害福祉サービス等給付費，児童福祉法
のサービスについては高額障害児通所給付費また
は高額障害児入所給付費として支給されます。

●介護保険の利用者負担額との合算
　住民基本台帳上の同一世帯に介護保険の利用者
がいるとき，その人が障害福祉サービスを併用し
ている場合に限り，介護保険の利用者負担額が合
算対象となります。合算する介護保険の利用者負
担は，高額介護（介護予防）サービス費により償
還された額を除きます。
　なお，高額障害福祉サービス等給付費算定基準
額が０円の世帯（低所得・生活保護）については，
介護保険の利用者負担を合算するときは０円に引
き下げて合算の対象とします。
●障害児の特例
　障害児が根拠条項の異なる複数のサービスを利
用する場合には，複数の負担上限月額が設定され
ます。このとき，高額障害福祉サービス等給付費
等の基準は，利用するサービスのうち最も高い
額とし，障害児の保護者としての利用者負担の合
算額のうち，この基準額を超える額が高額障害福
祉サービス等給付費等として保護者に給付されま
す。

同一世帯に複数の利用者がいる場合の負担軽減（高額障害福祉サービス等給付費）

◆高額障害福祉サービス等給付費の算定

⑴同一世帯・同一月の①～⑤の負担額を合算
（利用者負担世帯合算額） ➡

⑵高額障害福祉サー
ビス等給付費等算
定基準額

➡
⑶世帯の支給額

⑴利用者負担世帯合算額
－⑵算定基準額①障害者総合支援法の介護給付費・訓練等給付費

の利用者負担額
②障害福祉サービスを併用する人の介護保険の利
用者負担額（高額介護サービス費等により償還
された費用を除く）

③障害福祉サービス等を併用する人の補装具費の
利用者負担額

④児童福祉法の障害児通所給付費の利用者負担額
⑤児童福祉法の障害児入所給付費の利用者負担額

①市町村民税課税世
帯（一般１・２）

…37,200円
②市町村民税非課税
世帯（低所得１・
２）と生活保護世
帯

…0円

⬇
⑷1人当たり支給額

⑶世帯の支給額
×1人当たり利用者負担合算額
／⑴利用者負担世帯合算額
（各人の負担額に応じて案分）

例１：障害福祉サービスと補装具 例２：障害福祉サービスと介護保険

Ａ：障害福祉サービス37,200円，補装具37,200円
Ｂ：障害福祉サービス37,200円

Ａ：障害福祉サービス37,200円，介護保険26,040円
Ｂ：障害福祉サービス37,200円

⑴利用者負担世帯合算額
Ａ37,200円＋Ａ37,200円＋Ｂ37,200円＝111,600円
　＞⑵基準額37,200円
⑶世帯の支給額：111,600円－37,200円＝74,400円
⑷1人当たり支給額
Ａ：74,400円×74,400円／ 111,600円＝49,600円
Ｂ：74,400円×37,200円／ 111,600円＝24,800円

⑴利用者負担世帯合算額
Ａ37,200円＋Ａ26,040円＋Ｂ37,200円＝100,440円
　＞⑵基準額37,200円
⑶世帯の支給額：100,440円－37,200円＝63,240円
⑷1人当たり支給額
Ａ：63,240円×63,240円／ 100,440円＝39,818円
Ｂ：63,240円×37,200円／ 100,440円＝23,422円
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Ⅰ-３　障害福祉サービスと相談支援

　通常の企業等に雇用されることが困難な障害者のうち，継続的に就
労することが可能な人に対し，通所により，原則雇用契約にもとづく
就労の機会を提供するとともに，一般就労に必要な知識・能力の向上
のための訓練など，必要な支援を行います。
　就労継続支援Ａ型の対象者としては，具体的には次のような人が例
として挙げられます。利用期間の制限はありません。
⑴�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人
⑵�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
つかなかった人
⑶�企業等を離職したなど就労経験はあるが，現に雇用関係がない人
●雇用契約締結の原則
　就労継続支援Ａ型は，福祉における雇用の場の拡大をめざしてお
り，事業者※６は利用者と雇用契約を締結するのが原則です。このとき，
労働基準法や最低賃金法等の労働関係法規が適用されます。なお，事
業者は，利用者・従業者以外の人※７を作業員として雇用することが
できます（報酬の対象とはなりません）。
　事業者は，公共職業安定所での求職の登録など，利用者の求職活動
の支援に努めるとともに，利用者が就職した日から６ヵ月以上，職業
生活における相談等の支援の継続に努めます。
●雇用契約の特例（雇用契約を締結しない利用者）
　障害者によっては，直ちに雇用契約を結ぶことは難しいものの，将
来的に雇用関係へ移行することが期待できる人が多くいます。そこで，
就労継続支援Ａ型では，次の要件により雇用によらない人の利用を可
能とし，雇用関係への移行を進めます。
⑴�雇用契約を締結する利用者の利用定員数が10人以上であること
⑵�雇用契約を締結しない利用者の利用定員数が，利用定員の半数およ
び９人を超えないこと
⑶�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，作業内容が明確に区分されていること（別棟や施設の別の場所
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）
　雇用契約を締結していない利用者には，生産活動の事業収入から必
要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払います。１月当
たり工賃の平均額は3,000円を下回ることはできません。

※6 指定就労継続支援Ａ型を
実施する法人は，同一法人
内において専ら社会福祉事
業を行っていることが要件
となっています。ただし，
特定非営利活動法人や旧民
法第34条により設立され
た社団法人・財団法人等で
社会福祉事業以外の事業を
行っている場合は，都道府
県知事が認めた場合には，
専ら社会福祉事業を行って
いるものとして取り扱われ
ます。なお，特例子会社は
就労継続支援Ａ型の指定を
受けられません。

※7 利用定員10人以上20人
以下の場合は利用定員の
50％を，②21人以上30人
以下の場合は10人または
利用定員の40％のいずれ
か多い数を，③31人以上
の場合は12人または利用
定員の30％のいずれか多
い数を限度とします。なお，
就労継続支援の利用定員は
10人以上と定められてい
ます。

４　就労継続支援Ａ型（雇用型）（法５条14項）
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４　訓練等給付のサービス

就労継続支援Ａ型の概要

●対象者

●サービス内容

●報酬単価� ※下表以外に，人員配置10：１の設定，定員に応じた設定あり

■ 通常の事業所に雇用されることが困難であって，適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で，65歳に達する前日において就労継続

支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

■ 通所により，雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに，一般就労
に必要な知識，能力が高まった者について，一般就労への移行に向けて支
援（在宅でのサービスを希望する利用者については，市町村が支援効果が
認められると判断した場合は，在宅で，または在宅と通所の組み合わせで
受けられる）

■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により，多くの就労機会を確保できるよう，障害者の利用

定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし

■基本報酬　＜定員20人以下，人員配置7.5：１の場合＞
スコア方式による評価点170点以上 724単位／日
スコア方式による評価点150点以上170点未満
 692単位／日
スコア方式による評価点130点以上150点未満
 676単位／日
スコア方式による評価点105点以上130点未満
 655単位／日

スコア方式による評価点80点以上105点未満
 527単位／日
スコア方式による評価点60点以上80点未満
 413単位／日
スコア方式による評価点60点未満 319単位／日

■主な加算
就労移行支援体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）

（7～93単位／日）
※ 定員，職員配置，一般就労へ移行し

６月以上定着した者の数に応じた設
定

就労移行連携加算【新設】（1,000単位）
※ 就労移行支援事業者との連絡調整，

Ａ型での支援状況等の情報を文書で
提供

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）
（Ⅰ） 社会福祉士等資格保有者が常勤職

員の35％雇用されている場合
 15単位

（Ⅱ） 社会福祉士等資格保有者が常勤職
員の25％雇用されている場合

 10単位
（Ⅲ） 常勤職員が75％以上又は勤続３年

以上が30％以上の場合 6単位

食事提供体制加算，送迎加算，
訪問支援特別加算等
他の福祉サービスと共通した
加算も一定の条件を満たせば
算定可能
賃金向上達成指導員配置加算

（15～70単位／日）
※ 定員規模に応じた設定（平

成30年新設）

●主な人員配置
■サービス管理責任者
■職業指導員
　生活支援員 10：１以上

◆基本報酬の算定に係る実績：各評価項目の総合評価を実績とする方式（スコア方式）
評価指標 判定スコア

労働時間 １日の平均労働時間により評価 ５点～80点
生産活動 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 ５点～40点
多様な働き方 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 ０点～35点
支援力向上 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
０点～35点

地域連携活動 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

０点～10点
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Ⅰ-４　障害児への支援給付（児童福祉法）

　障害児への支援給付に係るサービスは，障害者総合支援法における
障害福祉サービスと同様（→94頁），基本的に指定を受けたサービス
事業所・施設によって提供されます。
　指定は，障害児通所支援および障害児入所支援については事業者・
施設からの申請により都道府県等※７が行いますが（指定障害児通所
支援事業者・指定障害児入所施設），障害児相談支援を実施する障害
児相談支援事業者の指定については，市町村が行います。
　なお，障害児への支援給付に係る障害児通所支援および障害児入所
支援については，上記の事業者・施設のほか，指定発達支援医療機関
においても提供されます※８。

指定サービス 提供事業所・施設
指定通所支援 指定障害児通所支援事業者

指定発達支援医療機関
指定入所支援 指定障害児入所施設

指定発達支援医療機関
指定障害児相談支援 指定障害児相談支援事業者

●指導監査と業務管理体制の整備・届出
　障害児に係る給付費に関する業務が適正・円滑に行われるように，
法令等にもとづく適正な事業実施を確保するため，都道府県・市町村
は，障害者総合支援法の障害福祉サービス事業者等と同様（→143頁），
児童福祉法の指定事業者・施設に指導監査を行います。
　法令遵守等の業務管理体制の整備・届出についても，障害福祉サー
ビス事業者等と同様（→148頁），児童福祉法の指定事業者・施設にも
義務づけられています。事業者が整備すべき業務管理体制は，指定を
受けている事業所・施設の数に応じて定められ，整備事項を記載した
届出書を関係行政機関等に届け出ます。内容は障害者総合支援の業務
管理体制の整備と基本的に同様です※９。
●児童福祉法における情報公表制度（法第２章８節）

　児童福祉法においても，障害者総合支援法と同様（→150頁），情報
公表制度が規定されています。
　児童福祉法においては，指定通所支援，指定入所支援（指定発達支
援医療機関が行う者を除く），指定障害児相談支援を情報公表対象支
援として，情報の公表を行うサービスの対象としています。
　詳細は，基本的に障害者総合支援法における指定障害福祉サービス
等と同様であり，指定を行った都道府県等（指定障害児相談支援につ
いては市町村を管轄する都道府県）が実施します。

 ２　事業者・施設の指定等（法21条の５の３等）

※7 指定障害児通所支援事業
者については，指定都市・
中核市・児童相談所設置市
を，指定障害児入所施設に
ついては，指定都市・児童
相談所設置市を含みます
（令45条，45条の３）。

※8 指定発達支援医療機関と
は，独立行政法人国立病院
機構，国立研究開発法人国
立精神・神経医療研究セン
ターの設置する医療機関で
厚生労働大臣が指定するも
のをいいます。

※9 例えば，施設数にかかわ
らず指定発達支援医療機関
の設置者においてはすべて
の業務管理体制が求められ
るなどの差異はあります。
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２　通所（居宅生活の支援）に係る障害児への支援給付

◎児童福祉法の規定による通所（居宅生活の支援）に係る障害児への支援給付（障害児通所給付費等）
を受けようとする障害児の保護者は，市町村へ申請し，通所給付決定を受けます。
◎障害児通所給付費は通所給付決定保護者が，都道府県等が指定する障害児通所支援事業者等から
指定通所支援を受けたときに，支給量の範囲内において要した費用を支給します。

　居宅生活の支援に係る児童福祉法の給付は，障害児通所給付費・特
例障害児通所給付費・高額障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療
費※１に分類されます。
　このうち，障害児通所給付費・特例障害児通所給付費の支給は，障
害児通所支援※２に関して支給する給付です（法21条の５の２）。
　障害児通所給付費は，市町村による通所給付決定を受けた保護者（通
所給付決定保護者）が有効期間内において，都道府県等が指定する指
定障害児通所事業者または指定発達支援医療機関から指定通所支援を
受けたときに要した費用について支給されます※３。
　ただし，児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービ
スにおける食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用な
どの，通所特定費用は除きます。

障害児通所支援 通所特定費用
児童発達支援
医療型児童発達支援

①食事の提供に要する費用　②日用品費　③その他日
常生活において通常必要となる費用であり負担させる
ことが適当なもの

放課後等デイサービス 日常生活において通常必要となる費用であり負担させ
ることが適当なもの

●障害児通所給付費に係る所得区分と負担上限月額（令24条）
　通所給付決定に際し，市町村は利用者負担上限月額を認定します。
　これは，所得などに応じた①生活保護，②低所得者（市町村民税非
課税世帯），③一般（市町村民税課税世帯）の区分に分けられ，負担
上限月額が設定されます※４。

所得区分 負担上限月額
生活保護 0円
低所得（市町村民税非課税世帯） 0円
一般１（市町村民税所得割額28万円未満） 4,600円
一般２（上記に該当しない） 37,200円

2 通所（居宅生活の支援）に係る障害児への支援給付

１　居宅生活支援の給付費と自己負担（法21条の５の２～21条の５の３）

※1 高額障害児通所給付費に
ついては167頁，肢体不自
由児通所医療費については
175頁参照。

※2 障害児通所支援とは，①
児童発達支援，②医療型児
童発達支援（医療に係るも
のを除く），③放課後等デ
イサービス，④居宅訪問型
児童発達支援，⑤保育所等
訪問支援を指します。

※3 特例障害児通所給付費は，
①通所給付決定保護者が，
申請後に通所給付決定の効
力が生じた日の前日までの
間に緊急その他やむを得な
い理由により指定通所支援
を受けたとき，②通所給付
決定保護者が基準該当通所
支援を受けたときに支給さ
れます。（法25条の５の４）

※4 負担上限月額は世帯の所
得区分に応じて定められま
すが，負担上限月額がサー
ビス費用の10％を超える
場合は10％負担になりま
す。
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Ⅰ- 付　令和３年度 障害福祉サービス等報酬改定

⑴障害者の重度化・高齢化
をふまえた地域移行・地
域生活の支援，質の高い
相談支援を提供するため
の報酬体系の見直し等
→ABCD

■障害者の重度化・高齢化をふまえた地域移行・地域生活の支援のために，
①共同生活援助について，重度化・高齢化に対応するための報酬等の見
直し，②生活介護等における重度障害者への支援の評価
■障害者が地域で安心して一人暮らしを継続できるよう，①自立生活援助
の整備促進のための見直し，②地域生活支援拠点等の機能の充実
■相談支援を担う人材の養成と地域の体制整備による質の高い相談支援を
提供するための報酬体系の見直し

⑵効果的な就労支援や障害
児者のニーズをふまえた
きめ細かな対応
→EF

■障害者の希望や能力，適性に応じた効果的な就労支援に向けて，就労系
サービスについて，①実績に応じた報酬体系の更なる見直し，②支援効
果を高める取組の評価や多様な就労支援ニーズへの対応等
■在宅生活の継続や家族のレスパイト等のため，①短期入所で医療的ケア
を要する者などの受入体制を強化，②日中活動支援を充実
■施設入所支援，訪問系サービスでのニーズへのきめ細かな対応の評価

⑶医療的ケア児（人工呼吸
器等の使用，たんの吸引
などの医療的ケアが必要
な障害児）への支援など
の障害児支援の推進
→G

■医療的ケア児の支援について，①前回導入した医療的ケア児に係る判定
基準を見直し，②児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬区分
に医療的ケア児の区分を設定する等を通じて，医療的ケア児が地域にお
いて必要な支援を受けやすくなるようサービス提供体制を強化
■放課後等デイサービスの基本報酬について，受入れ障害児の状況に応じ
た区分１・２の体系を廃止し，個別サポートをきめ細かく評価
■児童発達支援・放課後等デイサービスについて，①ケアニーズの高い障
害児の支援や専門職による支援などを評価する報酬体系に見直し，②支
援の質を向上させるため従業者要件を見直し
■障害児入所施設について，人員基準の見直し，小規模グループケアやソ
ーシャルワーカーの配置等を推進

⑷精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムの推進
→H

■医療，障害福祉・介護，住まい，社会参加（就労），地域の助け合い，
教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ム」構築の推進のため，地域包括ケアシステム構築に資する取組を評価

⑸感染症や災害への対応力
の強化等
→I

■感染症や災害が発生した場合であっても，感染対策等を講じながら，利
用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう，これらの発生
に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から，
運営基準について必要な見直し
■新型コロナウイルス感染症への対応に係る障害福祉サービス等の臨時的
な取扱いについて，感染症や災害の発生時も含めた支援の継続を見据え
て，就労系サービスにおける在宅でのサービス利用や報酬上の加算の算
定に必要な定期的な会議の開催等に係るＩＣＴ等の活用等について，平
時においても可能な取扱いとする

⑹障害福祉サービス等の持
続可能性の確保と適切な
サービス提供を行うため
の報酬等の見直し
→J

■障害福祉サービス等において利用者数・事業所数が大幅に増加している
サービスも見られるなど，その状況が変化する中で，制度の持続可能性
を確保しつつ適切なサービス提供ができるよう，サービス提供を行う施
設・事業所の実態等をふまえた上で，報酬・基準等の見直しを行う
■障害福祉サービス等の現場の人材確保・ＩＣＴの活用による業務効率化
を図るための報酬・基準等の見直しを行う

1 令和３年度報酬改定の基本的な考え方と対応
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１　令和３年度報酬改定の基本的な考え方と対応

Ｂ　自立生活援助の整備の促進

Ａ　グループホームにおける重度化・高齢化への対応
①重度障害者支援加算の対象者の拡充（強度行動障害を有する者に対する評価）
グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため，障害支援区分４以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
　 　　重度障害者支援加算Ⅰ　360単位／日　※重度障害者等包括支援の対象者（区分６かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者）
【新設】重度障害者支援加算Ⅱ　180単位／日　※区分４以上の強度行動障害を有する者

④基本報酬の見直し
「日中サービス支援型グループホーム」の基本報酬について，重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直し。

（例）日中サービス支援型共同生活援助サービス費Ⅰ
　【現　　行】区分６：1,104単位／日，区分５：988単位／日，区分４：906単位／日，区分３：721単位／日
　【見直し後】区分６：1,105単位／日，区分５：989単位／日，区分４：907単位／日，区分３：650単位／日

※介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても，重度障害者に配慮しつつ，経営の実態等を踏まえて見直し。

⑤夜間支援等体制加算の見直し
入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう，
・夜間支援等体制加算Ⅰを入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で，
・�夜間支援等体制加算Ⅰによる住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて，更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設。
夜間支援等体制加算Ⅰ　・住居ごとの夜勤職員を配置　※１
夜間支援等体制加算Ⅱ　・宿直職員を配置
夜間支援等体制加算Ⅲ　・警備会社への委託等

【新設】夜間支援等体制加算Ⅳ　・事業所単位で夜勤職員を追加配置
【新設】夜間支援等体制加算Ⅴ　・事業所単位で夜勤職員（夜間の一部時間）を追加配置
【新設】夜間支援等体制加算Ⅵ　・事業所単位で宿直職員を追加配置

Ⅰに上乗せで
加算　※２

　※１　夜間支援等体制加算Ⅰの見直し
　　　　（例）利用者が５人の場合　【現行】（区分に関わらず）　269単位／日 ⇒【見直し後】区分４以上：269単位／日　区分３：224単位／日　区分２以下：179単位／日
　※２　【新設】夜間支援等体制加算ⅣⅤⅥ
　　　　（例）利用者が15人以下の場合　夜間支援等体制加算Ⅳ　60単位／日　　夜間支援等体制加算Ⅴ　30単位／日　　夜間支援等体制加算Ⅵ　30単位／日

②医療的ケアが必要な者に対する評価
　グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する
支援について，看護職員を配置するグループホームに対す
る加算を創設。
【新設】医療的ケア対応支援加算　120単位／日

③強度行動障害を有する者の受入促進（体験利用の評価）
　強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて
体験利用を行う場合に，強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業
者養成研修の修了者を配置するグループホームに対する加算を創設。

【新設】強度行動障害者体験利用加算　400単位／日

※重度障害者の個人単位のホームヘルパーの利用の経過措置については，重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続。

○　自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう，
別々の者を配置することとしていた「サービス管理責任者」と
「地域生活支援員」の兼務を認める。

人員基準の緩和

報酬の見直し（主なもの）

○　標準利用期間（１年）を超えて更にサービスが必要な場合に
ついて，原則１回ではなく，市町村審査会の個別審査を要件と
した上で，複数回の更新を認める。

支給決定に係る運用の見直し

●自立生活援助サービス費（Ⅰ）の対象者の拡充 同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなった者を加える。
【見直し後】
障害者支援施設や精神科病院，グループホーム等から退所等してから１年以内の者
又は同居家族の死亡等により単身生活を開始した日から１年以内の者

●夜間の緊急対応・電話対応の新たな評価 特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談に対する加算を創設。

【新設】
イ　緊急時支援加算（Ⅰ）　　711単位／日　　※地域生活支援拠点等の場合＋50単位／日
　　・緊急時に利用者等からの要請に基づき，深夜に速やかに利用者の居宅等への訪問等による支援を行った場合に評価。
ロ　緊急時支援加算（Ⅱ）　　 94単位／日
　　・緊急時に利用者等からの要請に基づき，深夜に電話による相談援助を行った場合に評価。

●居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進 住宅施策との連携や体制強化について加算として評価。

【新設】居住支援連携体制加算　　　　　　 35単位／月（体制加算）
　　・居住支援法人や居住支援協議会との連携体制を構築し，月に１回以上，情報連携を図る場を設けて情報共有した場合に評価。
【新設】地域居住支援体制強化推進加算　　500単位／回（月１回を限度）
　　・住居の確保及び居住支援に係る課題を文書により報告する等の居住支援体制強化の取組を評価。

●同行支援加算の見直し 業務の適切な評価の観点から，加算の算定方法を見直す。

【現行】同行支援加算
　（同行支援の回数にかかわらず）500単位／月

【見直し後】同行支援加算
　（月２回まで）500単位／月　（月３回）750単位／月　（月４回以上）1,000単位／月

自立生活援助サービス費（Ⅰ）
自立生活援助サービス費（Ⅱ）

1,558単位／月
1,166単位／月

1,090単位／月
817単位／月

30人未満
地域生活支援員1人当たり（参考）基本報酬 30人以上

○　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を支援する自立生
活援助の整備を促進するため，人員基準，支給決定の運用，報酬の見直しを行う。
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Ⅱ-１　障害種別に応じた福祉の増進

　都道府県※3は，知的障害者更生相談所を設置します（法12条）。知的
障害者更生相談所には，知的障害者福祉司※4を置きます（法13条）。
●福祉事務所の知的障害者福祉司
　市町村は，福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができます。
市町村の知的障害者福祉司は，福祉事務所の所員に対する技術的指導
や専門的な知識と技術を必要とする市町村の業務を行います。
　また，知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所からの求めに応
じ18歳以上の知的障害者の専門的相談指導を行います。特に専門的な
知識と技術が必要なときは，知的障害者更生相談所に助言を求めるよ
う福祉事務所に助言します。
●地域で相談に応じる知的障害者相談員
　市町村は，知的障害者相談員として，社会的信望があり，かつ，知
的障害者に対する更生援護に熱意と識見をもっている人に，知的障害
者の福祉の増進を図るため，知的障害者またはその保護者※5の相談
と知的障害者の更生のために必要な援助（相談援助）を委託すること
ができます※6（法15条の２）。
　知的障害者相談員は，知的障害者等が，障害福祉サービス事業，一
般相談支援事業等のサービスを円滑に利用できるように配慮し，これ
らのサービス提供者や関係者等との連携を保つよう努めます。
●支援体制の整備
　市町村は，知的障害者が，心身の状況，その置かれている環境等に
応じて，自立した日常生活と社会生活を営むためにもっとも適切な支
援が総合的に受けられるように，福祉サービスの提供者または参画す
る人の活動の連携と調整を図るなど，地域の実情に応じた体制の整備
に努めます（法15条の３）。
　また，体制の整備と更生援護の実施にあたっては，知的障害者が引
き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮します。

２　知的障害者更生相談所と知的障害者相談員
※3 指定都市・中核市につい

ては，都道府県にかわり事
務を行います（法30条）。

※5 保護者とは，知的障害者
を保護する配偶者，親権者，
後見人等をいいます。

※6 障害の特性その他の事情
に応じた相談援助を委託す
ることが困難な市町村につ
いては，都道府県が委託し
ます。

※4 知的障害者福祉司は，専
門的な知識と技術を必要と
する業務を行います。知的
障害者福祉司は，次の該当
者から任用します（法14条）。
①知的障害者の福祉事業に

２年以上従事経験がある
社会福祉主事

②大学で厚生労働大臣の指
定する社会福祉に関する
科目を修めた卒業者

③医師
④社会福祉士
⑤知的障害者の福祉事業に

従事する職員を養成する
学校等の卒業者

⑥必要な学識経験がある人

◆知的障害者更生相談所が行う業務

⑴�市町村に関する
業務

① 市町村が行う障害者支援施設等への入所が必要な知的障害者への措置について，市町村相
互間の連絡と調整，市町村に対する情報の提供その他必要な援助とこれらに付随する業務

②市町村の支給要否決定等，自立支援医療費の支給認定等に対する意見

③ 市町村が行う介護給付費等の支給決定，障害支援区分の認定，支給要否決定等，支給決定
の変更・取り消しに関する技術的事項についての協力

⑵�知的障害者の福
祉に関する業務

①専門的な知識と技術を必要とする知的障害者に関する相談と指導

②知的障害者の医学的，心理学的，職能的判定
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２　知的障害者への福祉

　療育手帳制度※7は，知的障害者（児）に対して一貫した指導・相
談を行うとともに，各種の援助措置を受けやすくすることを目的に，
国の通知「療育手帳制度について」（昭48厚生省発児第156号）を踏まえ都
道府県（または指定都市等）が実施主体となって運用しています（知
的障害者福祉法にもとづく制度ではありません）。
⑴�障害者・障害児の申請：知的障害者は，居住地の福祉事務所（福祉
事務所が設置されていない場合は町村の窓口）に，写真を添付して
申請します。

⑵�交付の判定：児童相談所または知的障害者更生相談所が，判定を行
います。障害の程度は，日常生活において常時介護を要する重度と
重度以外のその他に区分されます（都道府県により基準が異なり，
細分化している場合もあります）。都道府県知事※8は，判定に基づ
き手帳の交付を決定します。

⑶�手帳の交付：申請が認められた知的障害者に対し，都道府県知事は
療育手帳を交付します。

●手帳交付後の障害の程度の確認
　手帳の交付後，手帳の交付を受けた知的障害者の障害の程度を確認
するため，原則として２年ごとに児童相談所または知的障害者更生相
談所において判定を行います。

３　療育手帳
※7 令和元年度（2019年度）

末現在の療育手帳交付者数
は1,151,284人で，前年度
に比べ35,322人（3.1%）増
加しています。

　手帳の名称は「療育手帳」
ですが，「愛の手帳」，「み
どりの手帳」などの別名を
併記して使用することも認
められています。

※8 都道府県知事は，療育手
帳交付台帳を備えます。

◆療育手帳交付者数
総数 Ａ（重度） Ｂ（中軽度）

総数 1,151,284 419,688 731,596
18歳未満 287,548 72,311 215,237
18歳以上 863,736 347,377 516,359

※「令和元年度 福祉行政報告例」（厚生労働省）より

　市町村は，障害福祉サービスを必要とするもの
の，やむを得ない事由によりサービスを受けるこ
とが著しく困難な知的障害者に対し，障害福祉サー
ビスの提供等の措置をとります（法15条の４）。
　また，市町村は，18歳以上の知的障害者の福
祉を図るため，必要に応じ，次の措置をとります
（法16条）。
⑴ 　知的障害者（またはその保護者）を知的障害

者福祉司または社会福祉主事に指導させる。
⑵ 　やむを得ない事由により療養介護・施設入所

支援を受けることが著しく困難である場合，障
害者支援施設等に入所させて更生援護を行う。

⑶ 　知的障害者の更生援護を職親（知的障害者を
預かり，更生に必要な指導訓練を行う，市町村
長が適当と認める人）に委託する。

　市町村は，⑵，⑶の措置にあたり，医学的，心
理学的，職能的判定を必要とする場合，あらかじ
め，知的障害者更生相談所の判定を求めます。
　入所等の措置をとった場合の費用算定は，身体
障害者と同じです（→261頁）。

■障害福祉サービス，障害者支援施設等への入所等の措置
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Ⅱ-付　障害者施策と障害者基本法

　虐待を受けている障害者の権利を擁護する方法
として，成年後見制度の活用も検討されます。
　障害者虐待防止法では，精神保健福祉法または
知的障害者福祉法の規定により，適切に市町村長
による成年後見制度の利用開始の審判請求（市町
村長申立）を行うことが定められています（法９
条）。また，成年後見制度の利用を促進していく
ため，国や地方公共団体が制度の周知や利用時の
経済的負担の軽減措置を図ることも規定されてい
ます（法44条）。障害者総合支援法では，市町村の
地域生活支援事業で成年後見制度利用支援事業が
必須事業化されました。
　市町村窓口や基幹相談支援センターは，制度の
利用が有効と認められる知的障害者・精神障害者
に対し，積極的に成年後見制度につなげます。
　さらに，地域生活支援事業では成年後見制度法
人後見支援事業が必須化されています。市町村は，
後見等の業務を適切に行うことができる法人を確

保できる体制を整備するとともに，市民後見人の
活用も含めた法人後見の活動を支援することで，
障害者の権利擁護を図ります。
　また，都道府県社会福祉協議会では，日常生活
に不安を感じていたり判断能力が不十分な人が地
域で自立した生活が送れるよう，福祉サービスの
利用支援や日常的な金銭管理を行う日常生活自立
支援事業を実施しています。
●成年後見の市町村長申立て
　法定後見の申立ては，原則，本人・配偶者・４
親等内の親族等が行いますが，市町村長申立ては，
基本的には２親等内の親族の存否と意向確認によ
り行われます（ただし，申立てをする３・４親等
の親族が明らかな場合には，市町村長による申立
ては行われないことが基本となります）。
　なお，２親等内の親族がいても申立てに反対す
るようなとき，本人の保護を図るため，市町村長
申立てが必要となる場合があります。

成年後見制度等を活用した障害者虐待予防

　認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などの
判断能力の不十分な成年者を保護するための制度
で，法定後見と任意後見があります。
⑴法定後見制度
　家庭裁判所が成年後見人等を選任します。対象
者に応じて，①補助（精神上の障害により判断能
力が不十分な人），②保佐（同・判断能力が著し
く不十分な人）③後見（同・常に判断能力を欠く
状態にある人）があります。
　家庭裁判所は，これら類型に応じ，それぞれ保
護する人（補助人，保佐人，後見人）を，利用者
の申立てにより，親族のほか，弁護士，司法書士，
社会福祉士等から選任します。後見人等には，法
的な権限として，①同意権・取消権（後見人等の
同意なしに行った本人の法律行為を取消し無効に
する権限）と，②代理権（後見人等が本人に代わっ
て法律行為を行う権限）が与えられます。
⑵任意後見制度
　あらかじめ任意後見人を選任し，高齢者等の判
断能力が不十分になった場合に，あらかじめ締結
した契約（任意後見契約）により保護するもので
す。契約では，代理人である任意後見人となるべ

き者や，その権限の内容が定められます。
●成年後見制度利用促進法（平28.4法29）
　成年後見制度の利用を総合的・計画的に推進す
るための法律で，同法にもとづいて，成年後見
制度利用促進基本計画が閣議決定され（平29.3），
権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが進
められています。
　市町村は利用促進計画を策定，都道府県は人材
育成等を行い，利用促進を図っています。
●成年被後見人の権利制限の見直し
　成年被後見人（成年後見を受けている人）等の
権利制限を設けている制度の存在が，成年後見利
用を躊躇させる要因の一つとの指摘をふまえ，「成
年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等
を図るための関係法律の整備に関する法律」（令
１法37）で見直しが行われます。
　法は，成年被後見人等を資格・職種・業務等か
ら一律に排除する規定等（欠格条項）を設けてい
る各制度について，心身の故障等の状況を個別
的・実質的に審査し，制度ごとに必要な能力の有
無を判断する規定（個別審査規定）へと適正化し，
手続規定を整備することとしています。

■成年後見制度と成年後見制度利用促進法
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１　障害者総合支援法� 376

■左段：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11月７日法
律第123号）
■右段：〔令〕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令（平成18
年１月25日政令第10号）／〔則〕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２月28日厚生労働省令
第19号）

第１章　総則（第１条～第５条）   376
付　障害支援区分：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１月23日厚生労働省令第５号）

　   388
第２章　自立支援給付   389
第１節　通則（第６条～第14条）   389
付　指定事務受託法人の指定   393
第２節　介護給付費，特例介護給付費，訓練等給
付費，特例訓練等給付費，特定障害者特別給付
費及び特例特定障害者特別給付費の支給   396
第１款　市町村審査会（第15条～第18条）   396
第２款　支給決定等（第19条～第27条）   397
第３款　介護給付費，特例介護給付費，訓練等

給付費及び特例訓練等給付費の支給（第28条

～第31条）   408
第４款　特定障害者特別給付費及び特例特定障

害者特別給付費の支給（第34条・第35条）   417
第５款　指定障害福祉サービス事業者及び指定

障害者支援施設等（第36条～第51条）   421
第６款　業務管理体制の整備等（第51条の２～第

51条の４）   442
付　事業者の指定申請   445
付　介護給付費等の請求：介護給付費等の請求

に関する省令（平成18年９月29日厚生労働省令第

170号）   452

第３節　地域相談支援給付費，特例地域相談支援
給付費，計画相談支援給付費及び特例計画相談
支援給付費の支給   454
第１款　地域相談支援給付費及び特例地域相談

支援給付費の支給（第51条の５～第51条の15）

　   454
第２款　計画相談支援給付費及び特例計画相談

支援給付費の支給（第51条の16～第51条の18）

　   462
第３款　指定一般相談支援事業者及び指定特定

相談支援事業者（第51条の19～第51条の30）

　   464
第４款　業務管理体制の整備等（第51条の31～第

51条の33）   476
第４節　自立支援医療費，療養介護医療費及び基
準該当療養介護医療費の支給（第52条～第75条）

　   479
第５節　補装具費の支給（第76条）   507
第６節　高額障害福祉サービス等給付費の支給

（第76条の２）   510
付　高額障害福祉サービス等給付費   512

第７節　情報公表対象サービス等の利用に資する
情報の報告及び公表（第76条の３）   515
第３章　地域生活支援事業（第77条～第78条）   517
第４章　事業及び施設（第79条～第86条）   520
第５章　障害福祉計画（第87条～第91条）   524
第６章　費用（第92条～第96条）   526
第�７章　国民健康保険団体連合会の障害者総合支
援法関係業務（第96条の２～第96条の４）   529

第８章　審査請求（第97条～第105条）   530
第９章　雑則（第105条の２～第108条）   532
付　大都市等の特例   533
付　地方自治法施行令（昭和22年５月３日政令第16

号）第174条の32・第174条の49の12   536
第10章　罰則（第109条～第115条）   539
附則〔抄〕   540
別表〔抄〕   542
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２　児童福祉法〔抄〕� 544

■左段：児童福祉法〔抄〕（昭和22年12月12日法
律第164号）
■右段：〔令〕児童福祉法施行令〔抄〕（昭和23年
３月31日政令第74号）／〔則〕児童福祉法施行
規則〔抄〕（昭和23年３月31日厚生省令第11号）

第１章　総則
第１節　国及び地方公共団体の責務（第３条の２・

第３条の３）   544
第２節　定義（第４条～第７条）   545
第３節　児童福祉審議会等〔略〕

第４節　実施機関〔略〕

第５節　児童福祉司〔略〕

第６節　児童委員〔略〕

第７節　保育士〔略〕

第２章　福祉の保障    548
第１節　療育の指導，小児慢性特定疾病医療費の

支給等〔略〕

第２節　居宅生活の支援   548
第１款　障害児通所給付費，特例障害児通所給

付費及び高額障害児通所給付費の支給（第21

条の５の２～第21条の５の14）   548
第２款　指定障害児通所支援事業者（第21条の５

の15～第21条の５の25）   572
第３款　業務管理体制の整備等（第21条の５の26

～第21条の５の28）   589
第４款　肢体不自由児通所医療費の支給（第21

条の５の29～第21条の５の32）   591
第５款　障害児通所支援及び障害福祉サービス

の措置（第21条の６・第21条の７）   596
第６款　子育て支援事業（第21条の８～17）   596

第３節　助産施設，母子生活支援施設及び保育所
への入所等〔略〕

第４節　障害児入所給付費，高額障害児入所給付
費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害
児入所医療費の支給   600
第１款　障害児入所給付費，高額障害児入所給

付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
（第24条の２～第24条の８）   600
第２款　指定障害児入所施設等（第24条の９～第

24条の19）   610

第３款　業務管理体制の整備等（第24条の19の２） 
  619
第４款　障害児入所医療費の支給（第24条の20～

第24条の23）   621
第５款　障害児入所給付費，高額障害児入所給

付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに
障害児入所医療費の支給の特例（第24条の24）

　   626
第５節　障害児相談支援給付費及び特例障害児相
談支援給付費の支給   627
第１款　障害児相談支援給付費及び特例障害児

相談支援給付費の支給（第24条の25～27）   627
第２款　指定障害児相談支援事業者（第24条の28

～第24条の37）   629
第３款　業務管理体制の整備等（第24条の38～第

24条の40）   637
第６節　要保護児童の保護措置等〔略〕

第７節　被措置児童等虐待の防止等〔略〕

第８節　情報公表対象支援の利用に資する情報の
報告及び公表（第33条の18）   639

第９節　障害児福祉計画（第33条の19～25）   641
第10節　雑則〔略〕

付　障害児通所給付費等の請求に関する省令
（平成18年９月29日厚生労働省令第179号）    643

第３章　事業，養育里親及び養子縁組里親並びに
施設〔抄〕（第34条の３～７・第42条・第43条）   645
第４章　費用〔抄〕（第49条の２～第55条）   647
第５章　国民健康保険団体連合会の児童福祉法関
係業務（第56条の５の２～第56条の５の４）   651

第６章　審査請求（第56条の５の５）   651
第７章　雑則〔抄〕（第57条の２～第57条の５）   653
付　指定事務受託法人の指定   655
第８章　罰則〔略〕　附則〔略〕

別表〔抄〕   657
未施行の改正   658　
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３　身体障害者福祉法� 660

■左段：身体障害者福祉法（昭和24年12月26日
法律第283号）
■右段：〔令〕身体障害者福祉法施行令（昭和25
年４月５日政令第78号）／〔則〕身体障害者福祉
法施行規則（昭和25年４月６日厚生省令第15
号）

第１章　総則（第１条～第３条）   660
第１節　定義（第４条～第５条）   660
第２節　削除
第３節　実施機関等（第９条～第12条の３）   661
第２章　更生援護   666
第１節　総則（第13条～第17条の２）   666
第２節　障害福祉サービス，障害者支援施設等へ
の入所等の措置（第18条～第19条）   672
第３節　盲導犬等の貸与（第20条）   673
第４節　社会参加の促進等（第21条～第25条の２）

　   673
第３章　事業及び施設（第26条～第34条）   674
第４章　費用（第35条～第38条の２）   676
第５章　雑則（第39条～第49条）   678
付　大都市等の特例：地方自治法施行令（昭和

22年５月３日政令第16号）第174条の28・第174条の
49の４   680

附則   681
別表（第４条，第15条，第16条関係）   681
〔則〕別表第五号（第５条関係）〔身体障害者障害程度

等級表〕   682
　

４　知的障害者福祉法� 686

■左段：知的障害者福祉法（昭和35年３月31日
法律第37号）
■右段：〔令〕知的障害者福祉法施行令（昭和35
年４月18日政令第103号）／〔則〕知的障害者福
祉法施行規則（昭和35年５月９日厚生省令第
16号）

第１章　総則（第１条～第３条）   686
第２章　実施機関及び更生援護   687
第１節　実施機関等（第９条～第15条の３）   687
第２節　障害福祉サービス，障害者支援施設等へ
の入所等の措置（第15条の４～第21条）   691
第３章　費用（第22条～第27条の２）   693
第４章　雑則（第28条～第32条）   694
付　大都市等の特例：地方自治法施行令（昭和22

年５月３日政令第16号）第174条の30の３・第174条
の49の８   695

第５章　罰則   696
附則   696
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５　精神保健福祉法〔抄〕� 697

■左段：精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律〔抄〕（昭和25年５月１日法律第123号）
■右段：〔令〕精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律施行令〔抄〕（昭和25年５月23日政令
第155号）／〔則〕精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行規則〔抄〕（昭和25年６月24
日厚生省令第31号）

第１章　総則（第１条～第５条）   697
第２章　精神保健福祉センター（第６条～第８条）

　   698
第３章　地方精神保健福祉審議会及び精神医療審
査会〔略〕

第４章　精神保健指定医，登録研修機関，精神科
病院及び精神科救急医療体制〔略〕

第５章　医療及び保護〔略〕

第６章　保健及び福祉   699
第１節　精神障害者保健福祉手帳（第45条～第45条

の２）   699
第２節　相談指導等（第46条～第49条）   704
第７章　精神障害者社会復帰促進センター〔略〕

第８章　雑則〔略〕

第９章　罰則〔略〕

附則〔略〕

別表〔略〕

　

６　障害者雇用促進法〔抄〕� 707

■左段：障害者の雇用の促進等に関する法律〔抄〕
（昭和35年７月25日法律第123号）
■右段：〔令〕障害者の雇用の促進等に関する法
律施行令〔抄〕（昭和35年12月１日政令第292号）
／〔則〕障害者の雇用の促進等に関する法律施
行規則〔抄〕（昭和51年９月30日労働省令第38
号）

第１章　総則（第１条～第７条の３）   707
第２章　職業リハビリテーションの推進   711
第１節　通則（第８条）   711
第２節　職業紹介等（第９条～第18条）   711
第３節　障害者職業センター（第19条～第26条）

　   713
第４節　障害者就業・生活支援センター（第27条

～第33条）   715
第２章の２　障害者に対する差別の禁止等（第34

条～第36条の６）   717
第３章　対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の
促進等   718
第１節　対象障害者の雇用義務等（第37条～第48条） 

  718
第２節　障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇
用納付金の徴収   731
第１款　障害者雇用調整金の支給等（第49条～第

52条）   731
第２款　障害者雇用納付金の徴収（第53条～第68

条）   743
第３節　対象障害者以外の障害者に関する特例

（第73条・第74条）   748
第４節　障害者の在宅就業に関する特例〔略〕

第３章の２　紛争の解決〔略〕

第４章　雑則〔略〕

第５章　罰則〔略〕

附則〔抄〕   750
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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 

（平成17年11月７日法律第123号） 
（最終改正；平成30年６月８日法律第44号） 

第１章 総則 
 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令〔令〕 
（平成18年１月25日政令第10号） 

（最終改正；令和３年３月31日政令第98号） 

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〔則〕 

（平成18年２月28日厚生労働省令第19号） 
（最終改正；令和２年12月28日厚生労働省令第212号） 

（目的） 
第１条 この法律は，障害者基本法（昭和45年法律第84号）
の基本的な理念にのっとり，身体障害者福祉法（昭和24年
法律第283号），知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号），
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律
第123号），児童福祉法（昭和22年法律第164号）その他障
害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって，障害者及
び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ
さわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう，
必要な障害福祉サービスに係る給付，地域生活支援事業そ
の他の支援を総合的に行い，もって障害者及び障害児の福
祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず国民が
相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる
地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 
第１条の２ 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享有するかけがえのない個人とし
て尊重されるものであるとの理念にのっとり，全ての国民
が，障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に
人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する
ため，全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場
所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支
援を受けられることにより社会参加の機会が確保される
こと及び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，地域社会において他の人々と共生することを妨
げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生
活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会におけ
る事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資す
ることを旨として，総合的かつ計画的に行わなければなら
ない。 

 

（市町村等の責務） 
第２条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，この法律
の実施に関し，次に掲げる責務を有する。 
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一 障害者が自ら選択した場所に居住し，又は障害者若し
くは障害児（以下「障害者等」という。）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，当該市町
村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上
で，公共職業安定所その他の職業リハビリテーション
（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第
123号）第２条第七号に規定する職業リハビリテーショ
ンをいう。以下同じ。）の措置を実施する機関，教育機
関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，必要な
自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画
的に行うこと。 

二 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，並
びに相談に応じ，必要な調査及び指導を行い，並びにこ
れらに付随する業務を行うこと。 

三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉
サービスを円滑に利用することができるよう必要な便
宜を供与すること，障害者等に対する虐待の防止及びそ
の早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことそ
の他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う
こと。 

２ 都道府県は，この法律の実施に関し，次に掲げる責務を
有する。 
一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が
適正かつ円滑に行われるよう，市町村に対する必要な助
言，情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支
給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。 

三 障害者等に関する相談及び指導のうち，専門的な知識
及び技術を必要とするものを行うこと。 

四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必
要な援助を行うとともに，市町村が行う障害者等の権利
の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われる
よう，市町村に対する必要な助言，情報の提供その他の
援助を行うこと。 

３ 国は，市町村及び都道府県が行う自立支援給付，地域生
活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑
に行われるよう，市町村及び都道府県に対する必要な助
言，情報の提供その他の援助を行わなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は，障害者等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，必要な障害福祉サー
ビス，相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に
努めなければならない。 

（国民の責務） 
第３条 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障
害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような
地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。 

（定義） 
第４条 この法律において「障害者」とは，身体障害者福祉
法第４条に規定する身体障害者，知的障害者福祉法にいう
知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精
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（平成16年法律第167号）第２条第２
項に規定する発達障害者を含み，知的障害者福祉法にいう

（法第４条第１項の政令で定める特殊の疾病） 
〔令〕第１条 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。）第４条第１項の政令で定める特殊の疾病は，治療
方法が確立しておらず，その診断に関し客観的な指標によ
る一定の基準が定まっており，かつ，当該疾病にかかるこ
とにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの
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