
1 
 

（別紙１） 

○ 「介護給付費等の支給決定等について」（平成 19年３月 23日障発第 0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）【新旧対照表】 

（変更点は下線部） 

改 正 後 現 行 

障 発 第 0323002 号 

平成１９年３月２３日 

一 部 改 正 

障 発 第 0330014 号 

平成１９年３月３０日 

障 発 第 0331025 号 

平成２０年３月３１日 

障 発 第 0401008 号 

平成２１年 ４月 １日 

障 発 1 2 1 0 第 5 号 

平成２２年１２月１０日 

障 発 0 9 2 8 第 1 号 

平成２３年９月２８日 

障発 0330 第 30 号 

平成２４年３月３０日 

障 発 0329 第 15 号 

平成２５年３月２９日 

障 発 0331 第 27 号 

平成２６年３月３１日 

 

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

障 発 第 0323002 号 

平成１９年３月２３日 

一 部 改 正 

障 発 第 0330014 号 

平成１９年３月３０日 

障 発 第 0331025 号 

平成２０年３月３１日 

障 発 第 0401008 号 

平成２１年 ４月 １日 

障 発 1 2 1 0 第 5 号 

平成２２年１２月１０日 

障 発 0 9 2 8 第 1 号 

平成２３年９月２８日 

障発 0330 第 30 号 

平成２４年３月３０日 

障 発 0329 第 15 号 

平成２５年３月２９日 

 

 

 

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 
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  中核市市長  

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

 

介護給付費等の支給決定等について  

 

標記については、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。

平成 25 年４月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律。以下「法」という。）及びこれに基づく関係

法令等によって規定しているところであるが、この実施に伴う取

扱いを下記のとおり定め、平成 18 年 10 月１日より適用すること

としたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底

を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。  

また、平成 15 年３月 28 日付け障発第 0328020 号当職通知「支

援費支給決定について」、平成 15 年 6 月 6 日付け障発第 0606001

号当職通知「児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の

対象となる児童について」及び平成 15 年 6 月 6 日付け障発第

0606002 号当職通知「児童福祉法第 21 条の 25 第 1 項に規定する

やむを得ない事由による措置により児童デイサービスを提供す

る場合の留意事項について」は平成 18 年９月 30 日限り廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245

条の４第１項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添

える。  

  中核市市長  

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

 

介護給付費等の支給決定等について  

 

標記については、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。

平成 25 年４月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律。以下「法」という。）及びこれに基づく関係

法令等によって規定しているところであるが、この実施に伴う取

扱いを下記のとおり定め、平成 18 年 10 月１日より適用すること

としたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底

を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。  

また、平成 15 年３月 28 日付け障発第 0328020 号当職通知「支

援費支給決定について」、平成 15 年 6 月 6 日付け障発第 0606001

号当職通知「児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の

対象となる児童について」及び平成 15 年 6 月 6 日付け障発第

0606002 号当職通知「児童福祉法第 21 条の 25 第 1 項に規定する

やむを得ない事由による措置により児童デイサービスを提供す

る場合の留意事項について」は平成 18 年９月 30 日限り廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245

条の４第１項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添

える。  
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記 

第一 支給決定及び地域相談支援給付決定の基本的取扱い 

障害福祉サービスの利用について介護給付費、特例介護給付費、訓練等

給付費若しくは特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）の支給

を受けようとする障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）

又は地域相談支援給付費若しくは特例地域相談支援給付費（以下「地域相

談支援給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者は、障害福祉サ

ービス又は地域相談支援の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。市

町村は、障害福祉サービスの支給決定（以下「支給決定」という。）又は地

域相談支援の給付決定（以下「地域相談支援給付決定」という。）を行うに

当たって、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提

出を求める。 

市町村は、申請を行った障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程

度、当該障害者等の介護を行う者の状況、置かれている環境、当該障害者

等の介護給付費等の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項及びサ

ービス等利用計画案を勘案して、支給の要否を決定し、支給決定又は地域

相談支援給付決定を行う場合には、支給決定又は地域相談支援給付決定の

有効期間及び障害福祉サービス又は地域相談支援の種類ごとに月を単位と

して厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉

サービスの量（以下「支給量」という。）又は地域相談支援給付費等を支給

する地域相談支援の量（以下「地域相談支援給付量」という。）を定めるこ

ととなる。 

 

第二 障害支援区分の認定 

障害支援区分は、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指標であり、その認定の具体的

記 

第一 支給決定及び地域相談支援給付決定の基本的取扱い 

障害福祉サービスの利用について介護給付費、特例介護給付費、訓練等

給付費若しくは特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）の支給

を受けようとする障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）

又は地域相談支援給付費若しくは特例地域相談支援給付費（以下「地域相

談支援給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者は、障害福祉サ

ービス又は地域相談支援の種類ごとに市町村に対して支給申請を行う。市

町村は、障害福祉サービスの支給決定（以下「支給決定」という。）又は地

域相談支援の給付決定（以下「地域相談支援給付決定」という。）を行うに

当たって、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提

出を求める。 

市町村は、申請を行った障害者等の障害程度区分又は障害の種類及び程

度、当該障害者等の介護を行う者の状況、置かれている環境、当該障害者

等の介護給付費等の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項及びサ

ービス等利用計画案を勘案して、支給の要否を決定し、支給決定又は地域

相談支援給付決定を行う場合には、支給決定又は地域相談支援給付決定の

有効期間及び障害福祉サービス又は地域相談支援の種類ごとに月を単位と

して厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉

サービスの量（以下「支給量」という。）又は地域相談支援給付費等を支給

する地域相談支援の量（以下「地域相談支援給付量」という。）を定めるこ

ととなる。 

 

第二 障害程度区分の認定 

障害程度区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害

者の心身の状態を総合的に示す指標であり、介護給付費（特例介護給付費
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な方法等については、平成 26年３月３日付け障発 0303第１号当職通知「障

害支援区分認定の実施について」等で既にお示ししているところであるが、

対象となるサービスの種類、認定の有効期間、認定を受けた者の転出入時

の具体的な取扱い等については次のとおりとする。 

 

 

１ 対象となるサービスの種類 

市町村は、障害者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 63 条

の２及び第 63 条の３の規定に基づき 15 歳以上 18 歳未満の児童が障害

者のみを対象とするサービスを利用する場合及び精神保健福祉センター

等の意見に基づき精神障害者である児童が障害者のみを対象とするサー

ビスを利用する場合を含む。以下同じ。）から介護給付費（特例介護給付

費を含む。以下同じ。）又は訓練等給付費（特例訓練等給付費を含み、共

同生活援助に係るものに限る。）の支給対象となるサービスに係る支給申

請（同行援護に係る支給申請のうち「身体介護を伴わない場合」及び共

同生活援助に係る支給申請のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴

わない場合を除く。以下「障害支援区分の認定を要する支給申請」とい

う。）があったときに、障害支援区分の認定を行う。 

２ 認定の有効期間 

障害支援区分の認定の有効期間については、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においては、

市町村審査会の意見に基づいて３か月以上３年未満の範囲で有効期間を

短縮できるものとする。 

３ 認定の有効期間の開始日及び終了日 

⑴ 有効期間の開始日 

障害支援区分の認定の有効期間の開始日は、原則として認定日とす

を含む。以下同じ。）の支給対象となる障害福祉サービスについては、当該

区分を対象者の範囲の要件の一つとしたところである。その認定の具体的

な方法等については、平成 18 年３月 17 日付け障発第 0317005 号当職通

知「障害程度区分認定の実施について」等で既にお示ししているところで

あるが、認定の有効期間、認定を受けた者の転出入時の具体的な取扱い等

については次のとおりとする。 

１ 対象となるサービスの種類 

市町村は、障害者（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 63 条

の２及び第 63 条の３の規定に基づき 15 歳以上 18 歳未満の児童が障害

者のみを対象とするサービスを利用する場合及び精神保健福祉センター

等の意見に基づき精神障害者である児童が障害者のみを対象とするサー

ビスを利用する場合を含む。以下同じ。）から介護給付費の支給対象とな

るサービスに係る支給申請があったときに、障害程度区分の認定を行う

（同行援護サービスに係る支給申請のうち「身体介護を伴わない場合」

は除く。）。 

 

 

 

２ 認定の有効期間 

障害程度区分の認定の有効期間については、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においては、

市町村審査会の意見に基づいて３か月以上３年未満の範囲で有効期間を

短縮できるものとする。 

３ 認定の有効期間の開始日及び終了日 

⑴ 有効期間の開始日 

障害程度区分の認定の有効期間の開始日は、原則として認定日とす
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るが、支給決定の有効期間の開始日と合わせることも可能とする。 

なお、障害支援区分を認定した結果、支給決定は却下となる場合に

おいても、障害支援区分の認定自体は有効である。 

⑵ （略） 

４ 転出入時における障害支援区分認定の取扱い 

障害支援区分認定を受けた者（以下「障害支援区分認定者」という。）

が、他の市町村に転出した場合、転入先の市町村で新たに障害支援区分

認定に係る調査（以下「認定調査」という。）を受けることなく、転出元

市町村で認定を受けた障害支援区分及び有効期間を引き続き有効にでき

ることを基本とする。 

⑴ 事務手続 

①  障害支援区分認定者が転出する際、障害支援区分認定者は、転

出元市町村に転出届を提出し、当該転出元市町村は、当該転出予定

者の障害支援区分、認定の有効期間その他障害支援区分の認定に必

要な事項を記載した証明書（以下「障害支援区分認定証明書」とい

う。）を障害支援区分認定者に交付する。 

②  障害支援区分認定者は、転入先市町村に転入してから 14 日以内

に、障害支援区分認定証明書を添えて支給申請を行う。 

③  転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審

査判定の手続を経ることなく、証明書の内容をもって障害支援区分

を認定する。 

⑵（略） 

５ 支給申請後認定前に申請者が転出した場合の取扱い 

⑴ 認定調査前に転出した場合 

転出元市町村は、申請を却下し、又は申請者に申請の取下げを指導

するとともに、サービス利用希望者に対し、転入先市町村で改めて支

るが、支給決定の有効期間の開始日と合わせることも可能とする。 

なお、障害程度区分を認定した結果、支給決定は却下となる場合に

おいても、障害程度区分の認定自体は有効である。 

⑵ （略） 

４ 転出入時における障害程度区分認定の取扱い 

障害程度区分認定を受けた者（以下「障害程度区分認定者」という。）

が、他の市町村に転出した場合、転入先の市町村で新たに障害程度区分

認定に係る調査（以下「認定調査」という。）を受けることなく、転出元

市町村で認定を受けた障害程度区分及び有効期間を引き続き有効にでき

ることを基本とする。 

⑴ 事務手続 

①  障害程度区分認定者が転出する際、障害程度区分認定者は、転

出元市町村に転出届を提出し、当該転出元市町村は、当該転出予定

者の障害程度区分、認定の有効期間その他障害程度区分の認定に必

要な事項を記載した証明書（以下「障害程度区分認定証明書」とい

う。）を障害程度区分認定者に交付する。 

②  障害程度区分認定者は、転入先市町村に転入してから 14 日以内

に、障害程度区分認定証明書を添えて支給申請を行う。 

③  転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審

査判定の手続を経ることなく、証明書の内容をもって障害程度区分

を認定する。 

⑵ （略） 

５ 支給申請後認定前に申請者が転出した場合の取扱い 

⑴ 認定調査前に転出した場合 

転出元市町村は、申請を却下し、又は申請者に申請の取下げを指導

するとともに、サービス利用希望者に対し、転入先市町村で改めて支
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給申請を行うよう指導する。 

ただし、障害支援区分の認定を要する支給申請を行った障害者が、

申請後に緊急その他やむを得ない理由により申請に係るサービスを利

用している場合で、転出元市町村が特例介護給付費又は特例訓練等給

付費を支給しようとする場合は、申請者に対し、転入先市町村による

障害支援区分認定後に障害支援区分認定証明書の交付を受けて提出す

るよう指導し、当該認定結果に基づき障害支援区分を認定することが

できるものとする。 

⑵障害支援区分認定調査後に転出した場合 

①  転出元市町村は、支給申請を受け、認定調査済みであることを付

記した障害支援区分認定証明書を申請者に交付する。この場合、備

考欄に「○月○日 認定調査済み」と記す。 

②  サービス利用希望者は、転入先市町村に転入してから 14 日以内

に、障害支援区分認定証明書を添えて支給申請を行う。 

③  その後転出元市町村は、市町村審査会における判定まで手続を行

い、改めて、判定結果を記入した障害支援区分認定証明書を申請者

に交付する。 

④  転入先市町村は、申請者から判定結果を記入した障害支援区分認

定証明書の提出を受けて、当該判定結果に基づき障害支援区分を認

定する。 

第三 障害児に係る支給決定の方法 

障害児については、発達途上にあり時間の経過と共に障害の状態が変化

すること、乳児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要

なこと等検討課題が多く、現段階では直ちに使用可能な指標が存在しない

ことから、障害支援区分は設けないこととし、障害児の支給決定は、従前

の取扱いを基本にしつつ、平成 18 年 10 月からの取扱いは次のとおりとす

給申請を行うよう指導する。 

ただし、申請者が、申請後に緊急その他やむを得ない理由により申

請に係るサービスを利用している場合で、転出元市町村が特例介護給

付費を支給しようとする場合は、申請者に対し、転入先市町村による

障害程度区分認定後に障害程度区分認定証明書の交付を受けて提出す

るよう指導し、当該認定結果に基づき障害程度区分を認定することが

できるものとする。 

 

⑵障害程度区分認定調査後に転出した場合 

①  転出元市町村は、支給申請を受け、認定調査済みであることを付

記した障害程度区分認定証明書を申請者に交付する。この場合、備

考欄に「○月○日 認定調査済み」と記す。 

②  サービス利用希望者は、転入先市町村に転入してから 14 日以内

に、障害程度区分認定証明書を添えて支給申請を行う。 

③  その後転出元市町村は、市町村審査会における判定まで手続を行

い、改めて、判定結果を記入した障害程度区分認定証明書を申請者

に交付する。 

④  転入先市町村は、申請者から判定結果を記入した障害程度区分認

定証明書の提出を受けて、当該判定結果に基づき障害程度区分を認

定する。 

第三 障害児に係る支給決定の方法 

障害児については、発達途上にあり時間の経過と共に障害の状態が変化

すること、乳児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要

なこと等検討課題が多く、現段階では直ちに使用可能な指標が存在しない

ことから、障害程度区分は設けないこととし、障害児の支給決定は、従前

の取扱いを基本にしつつ、平成 18 年 10 月からの取扱いは次のとおりとす
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る。 

①  居宅介護又は短期入所の申請があった場合、障害の種類や程度の把

握のために、５領域 11 項目の調査（別表）を行った上で支給の要否及

び支給量を決定する。居宅介護のうち障害児に係る通院等介助（身体介

護を伴う場合）の対象者については、５領域 11 項目の調査を行った上

で、障害者に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の判断基準に準じ、

日常生活において身体介護が必要な障害児であって、かつ、通院等介助

のサービス提供時において、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」に

ついて介助が必要と想定されるか否かによって、それぞれの実施主体が

判断する。 

なお、短期入所については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分

（平成 18 年厚生労働省告示第 572 号）による障害児支援区分に基づき

支給の要否を決定することとしているが、具体的な適用方法は次のとお

りとする。 

※障害児支援区分 

【区分３】 別表①～④の項目のうち「全介助」が３項目以上又は別表

⑤の項目のうち「ほぼ毎日（週５日以上の）支援や配慮等が必要」が１項

目以上 

【区分２】 別表①～④の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」

が３項目以上又は別表⑤の項目のうち「週に１回以上の支援や配慮等が必

要」が１項目以上 

【区分１】 区分３又は区分２に該当しない児童で、別表①～④の項目

のうち「一部介助」又は「全介助」が１項目以上 

②  行動援護の申請があった場合、障害者と同様、厚生労働大臣が定め

る基準（平成 18年厚生労働省告示第 543 号。以下「基準告示」という。）

に定める別表に掲げる 12 項目の調査等を行い、合計点数が 10 点以上

る。 

①  居宅介護又は短期入所の申請があった場合、障害の種類や程度の把

握のために、５領域 10 項目の調査（別表）を行った上で支給の要否及

び支給量を決定する。居宅介護のうち障害児に係る通院等介助（身体介

護を伴う場合）の対象者については、５領域 10 項目の調査を行った上

で、障害者に係る通院等介助（身体介護を伴う場合）の判断基準に準じ、

日常生活において身体介護が必要な障害児であって、かつ、通院等介助

のサービス提供時において、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」に

ついて介助が必要と想定されるか否かによって、それぞれの実施主体が

判断する。 

なお、短期入所については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分

（平成 18 年厚生労働省告示第 572 号）による障害児程度区分に基づき

支給の要否を決定することとしているが、具体的な適用方法は次のとお

りとする。 

※障害児程度区分 

【区分３】 別表①～④の項目のうち「全介助」が３項目以上又は別表

⑤の項目のうち「ある」が１項目以上 

 

【区分２】 別表①～④の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」

が３項目以上又は別表⑤の項目のうち「ときどきある」が１項目以上 

 

【区分１】 区分３又は区分２に該当しない児童で、別表①～④の項目

のうち「一部介助」又は「全介助」が１項目以上 

②  行動援護の申請があった場合、障害者と同様、厚生労働大臣が定め

る基準（平成 18年厚生労働省告示第 543 号。以下「基準告示」という。）

に定める別表に掲げる 12 項目の調査等を行い、合計点数が８点以上の
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の者を対象とする（てんかん発作については、必ずしも医師意見書の提

出を求める必要はなく、家族等からの申出のみでも可とする。）。 

③  重度障害者等包括支援の申請があった場合、認定調査の調査項目と

同様の 80 項目の調査を行い、市町村審査会に重度障害者等包括支援の

対象とすることが適当であるか否かの意見を聴取した上で支給の要否

を決定する。 

※ なお、対象児童に該当するか否かの判断に当たっては、必ずしも身

体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている必要はない。 

④  （略） 

別表 障害児の調査項目（５領域１１項目） 

 項 目 区 分 判断基準 

① （略） （略） （略）  

② （略）  （略） （略） 

③ （略） （略） （略）  

④ （略） （略） （略） 

⑤ 行動障害お

よび精神症

状  

・ ほぼ毎日

（週５日以上

の）支援や配

慮等が必要 

・  週に１回

以上の支援

や配慮等が

必要 

 

 

調査日前の１週間に週５日以

上現れている場合又は調査日

前の１か月間に５日以上現れ

ている週が２週以上ある場合。 

調査日前の１か月間に毎週１

回以上現れている場合又は調

査日前の１か月間に２回以上

現れている週が２週以上ある

場合。 

(1) 強いこだわり、多動、パ

ニック等の不安定な行動

者を対象とする（てんかん発作については、必ずしも医師意見書の提出

を求める必要はなく、家族等からの申出のみでも可とする。）。 

③  重度障害者等包括支援の申請があった場合、認定調査の調査項目と

同様の 106 項目の調査を行い、市町村審査会に重度障害者等包括支援

の対象とすることが適当であるか否かの意見を聴取した上で支給の要

否を決定する。 

※ なお、対象児童に該当するか否かの判断に当たっては、必ずしも身

体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている必要はない。 

④  （略） 

別表 障害児の調査項目（５領域１０項目） 

 項 目 区 分 判断基準 

① （略） （略） （略） 

② （略） （略） （略） 

③ （略） （略） （略） 

④ （略） （略） （略） 

⑤ 行動障害お

よび精神症

状 

・ある  

・ときどきあ

る 

ほぼ毎日ある。  

週１・２回程度以上ある。  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 強いこだわり、多動、パニ

ック等の不安定な行動。 
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や、危険の認識に欠ける行

動。  

(2) 睡眠障害や食事・排せつ

に係る不適応行動（多飲水

や過飲水を含む。）。  

(3)～(5) （略）  

(6) 他者と交流することの不

安や緊張、感覚の過敏さ等

のため外出や集団参加がで

きない。また、自室に閉じ

こもって何もしないでい

る。  

(7) 学習障害のため、読み書き

が困難 

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。 

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本

事項 

１ 支給決定及び地域相談支援給付決定の際に勘案すべき事項を定める趣

旨 

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。以下「規則」という。）

第 12 条に規定する支給決定の際に勘案すべき事項及び規則第 34 条の

35に規定する地域相談支援給付決定の際に勘案すべき事項（以下「勘案

事項」という。）を定める趣旨は、次のとおりである。 

⑴ 障害福祉サービス 

① 障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 

 

 

(2) 睡眠障害や食事・排せつに

係る不適応行動。 

 

(3)～(5) （略）  

(6) 他者と交流することの不安

や緊張のため外出できない。

また、自室に閉じこもって何

もしないでいる。  

 

 

 

 

※通常の発達において必要とされる介助等は除く。 

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本

事項 

１ 支給決定及び地域相談支援給付決定の際に勘案すべき事項を定める趣

旨 

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。以下「規則」という。）

第 12 条に規定する支給決定の際に勘案すべき事項及び規則第 34 条の

35に規定する地域相談支援給付決定の際に勘案すべき事項（以下「勘案

事項」という。）を定める趣旨は、次のとおりである。 

⑴ 障害福祉サービス 

① 障害程度区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 
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障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障害者に対し、介護

給付費又は訓練等給付費（特例訓練等給付費を含む。以下同じ。）の

支給要否決定を行うに当たっては、申請者の障害支援区分が当該サ

ービスの利用要件に該当しているか否かをまず確認する必要があ

る。また、障害支援区分が利用要件に該当しており、支給決定を行

おうとする場合には、障害支援区分が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段階的に区分

していることにかんがみ、特に居宅介護等の訪問系サービスについ

ては、その区分を勘案して支給量を定めることが適当である。 

また、訓練等給付費の支給対象となる障害福祉サービスに係る支

給申請（共同生活援助に係る支給申請のうち、入浴、排せつ又は食

事等の介護を伴う場合を除く。以下「障害支援区分の認定を要しな

い支給申請」という。）を行う障害者については、障害支援区分の認

定は要さず、障害の種類及び程度を勘案する。その際、当該障害者

等の身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳等に記載されて

いる障害の状況又は疾病名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、障害支援区分の認定を要しない支給申請を行

う障害者については、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とともに、地域におけるサー

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、待機期間のほか、認

定調査の調査項目のうち訓練等給付費に関連する項目の調査結果を

スコア化し、暫定支給決定の優先順位を考慮する際の参考指標とし

て用いるものとする。（障害児については第三を参照のこと。） 

なお、「その他の心身の状況」を勘案する場合とは、当該障害者が

障害程度区分を認定することとされている障害者に対し、介護給

付費の支給要否決定を行うに当たっては、申請者の障害程度区分が

当該サービスの利用要件に該当しているか否かをまず確認する必要

がある。また、障害程度区分が利用要件に該当しており、支給決定

を行おうとする場合には、障害程度区分がサービスの必要性を示す

障害者の心身の状態を段階的に区分していることにかんがみ、特に

居宅介護等の訪問系サービスについては、その区分を勘案して支給

量を定めることが適当である。 

 

また、訓練等給付費（特例訓練等給付費を含む。以下同じ。）の対

象となる障害福祉サービスを利用しようとする障害者については、

障害程度区分の認定は要さず、障害の種類及び程度を勘案する。そ

の際、当該障害者等の身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手

帳等に記載されている障害の状況又は疾病名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、訓練等給付費の対象となる

障害福祉サービスを利用しようとする障害者については、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

握するとともに、地域における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、待機期間のほか、認定調査の調査項目のうち訓練等

給付費に関連する項目の調査結果をスコア化し、暫定支給決定の優

先順位を考慮する際の参考指標として用いるものとする。（障害児に

ついては第三を参照のこと。） 

なお、「その他の心身の状況」を勘案する場合とは、当該障害者が

医療機関における入院治療が必要なために、障害福祉サービスで対
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医療機関における入院治療が必要なために、障害福祉サービスで対

処することが適当でない場合等を想定している。 

②～⑤ （略） 

⑥ 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況 

介護給付費等の支給決定を行うに当たっては、実際に当該障害者

等が当該障害福祉サービスを利用できる見込みがあることが必要

であることから、本事項を勘案することとする。利用の見込みは、

障害者等から利用予定事業者・施設を聴取するほか、障害者等から

の求めに応じ、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う

こと等により判断することとなる。 

また、地域における必要なサービス提供体制が確保されていない

段階においては、障害者等が、それぞれその障害支援区分又は障害

の種類及び程度等に応じてサービスを利用できるよう調整するた

めに、本事項を勘案することが必要となる場合も想定される。 

⑵ 地域相談支援 

① 障害の種類及び程度その他の心身の状況 

地域相談支援を利用しようとする障害者については、障害支援区

分の認定は要さず、障害の種類及び程度を勘案する。その際、当該

障害者の身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳等に記載さ

れている障害の状況又は疾病名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、障害支援区分の認定を要しない支給申

請を行う障害者と同様に、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。 

②～⑤ （略） 

２ 勘案事項の聴き取り・審査 

処することが適当でない場合等を想定している。 

 

②～⑤ （略） 

⑥ 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況 

介護給付費等の支給決定を行うに当たっては、実際に当該障害者

等が当該障害福祉サービスを利用できる見込みがあることが必要

であることから、本事項を勘案することとする。利用の見込みは、

障害者等から利用予定事業者・施設を聴取するほか、障害者等から

の求めに応じ、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う

こと等により判断することとなる。 

また、地域における必要なサービス提供体制が確保されていない

段階においては、障害者等が、それぞれその障害程度区分又は障害

の種類及び程度等に応じてサービスを利用できるよう調整するた

めに、本事項を勘案することが必要となる場合も想定される。 

⑵ 地域相談支援 

① 障害の種類及び程度その他の心身の状況 

地域相談支援を利用しようとする障害者については、障害程度区

分の認定は要さず、障害の種類及び程度を勘案する。その際、当該

障害者の身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳等に記載さ

れている障害の状況状況又は疾病名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、訓練等給付費の対象となる障害福

祉サービスを利用しようとする障害者と同様に、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。 

②～⑤ （略） 

２ 勘案事項の聴き取り・審査 
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勘案事項の聴き取りは、まず申請者本人から市町村の職員が行うこと

が原則となる。ただし、市町村は、認定調査の調査項目の聴き取りも含

め、公正・中立な立場で業務を実施できるものと認められる指定一般相

談支援事業者、指定特定相談支援事業者等に限り委託することができる

ものとする。また、本人からだけでは十分な聴き取りが困難である場合、

本人の状態をよく知っている者（家族のほか、事業所、施設、精神科病

院、救護施設等（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

(平成 24 年厚生労働省令第 27 号。以下「地域相談支援基準」という。)

第１条第３号に規定する救護施設等をいう。）、刑事施設等（同条第４号

に規定する刑事施設等をいう。）、保護観察所又は地域生活定着支援セン

ター等の担当者を含む。）からも聴き取りを行うなど、その適切な把握に

努めることが必要である。 

３ （略） 

４ 同時に支給決定又は地域相談支援給付決定ができるサービスの組み合

わせ 

⑴ 併給調整関係 

個々の障害者等のニーズや地域におけるサービス提供基盤は多様で

あること、さらに、利用実績払い（日額報酬）を導入したことに伴い、

報酬の重複なく、様々なサービスを組み合わせることが可能となった

ことから、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、報酬が重複しない利用形態であるならば、障害者等の自立を効果

的に支援する観点から、市町村が支給決定又は地域相談支援給付決定

時にその必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給

を妨げないものとする。 

具体例を挙げると次のとおりである。 

勘案事項の聴き取りは、まず申請者本人から市町村の職員が行うこと

が原則となる。ただし、市町村は、認定調査の調査項目の聴き取りも含

め、公正・中立な立場で業務を実施できるものと認められる指定一般相

談支援事業者、指定特定相談支援事業者等に限り委託することができる

ものとする。また、本人からだけでは十分な聴き取りが困難である場合、

本人の状態をよく知っている者（家族のほか、事業所・施設・精神科病

院を利用している者については事業所・施設・精神科病院職員を含む。）

からも聴き取りを行うなど、その適切な把握に努めることが必要である。 

 

 

 

 

 

３ （略） 

４ 同時に支給決定又は地域相談支援給付決定ができるサービスの組み合

わせ 

⑴ 併給調整関係 

個々の障害者等のニーズや地域におけるサービス提供基盤は多様で

あること、さらに、利用実績払い（日額報酬）を導入したことに伴い、

報酬の重複なく、様々なサービスを組み合わせることが可能となった

ことから、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、報酬が重複しない利用形態であるならば、障害者等の自立を効果

的に支援する観点から、市町村が支給決定又は地域相談支援給付決定

時にその必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給

を妨げないものとする。 

具体例を挙げると次のとおりである。 
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① （略） 

② 障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受ける障

害者については、施設入所支援以外の日中活動に係る施設障害福祉

サービスについては併せて支給決定を行うこととなるが、当該日中

活動に係る施設障害福祉サービス以外の障害福祉サービス（居宅介

護等）については、原則として利用することはできない。ただし、

障害者支援施設又はのぞみの園に入所する者が一時帰宅する場合

は、通常、受け入れ体制が確保されていることが想定されるが、市

町村が特に必要と認める場合においては、施設入所に係る報酬が全

く算定されない期間中に限り、居宅介護、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護について支給決定を行うことは可能である。 

なお、障害者支援施設又はのぞみの園の入所者に係る日中活動サ

ービスについては、既に、施設入所支援と併せて支給決定を受けて

いることから、改めて支給決定を受けることなく、一時帰宅中に当

該日中活動サービスを利用することは可能である。 

また、障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受

ける者が、共同生活援助を体験的に利用する場合には、その間、共

同生活援助の利用が可能となるとともに、併せてその期間中の日中

活動サービスの利用も可能である。 

 

さらに、障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を

受ける者は、地域移行支援における障害福祉サービスの体験的な利

用支援及び体験的な宿泊支援の利用も可能である。 

③ 共同生活援助を行う住居に入居する者（体験的な利用を行う者を

含む。）は、入居中は、居宅介護及び重度訪問介護を利用することは

できない（指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第１項及び第

① （略） 

② 障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受ける障

害者については、施設入所支援以外の日中活動に係る施設障害福祉

サービスについては併せて支給決定を行うこととなるが、当該日中

活動に係る施設障害福祉サービス以外の障害福祉サービス（居宅介

護等）については、原則として利用することはできない。ただし、

障害者支援施設又はのぞみの園に入所する者が一時帰宅する場合

は、通常、受け入れ体制が確保されていることが想定されるが、市

町村が特に必要と認める場合においては、施設入所に係る報酬が全

く算定されない期間中に限り、居宅介護、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護について支給決定を行うことは可能である。 

なお、障害者支援施設又はのぞみの園の入所者に係る日中活動サ

ービスについては、既に、施設入所支援と併せて支給決定を受けて

いることから、改めて支給決定を受けることなく、一時帰宅中に当

該日中活動サービスを利用することは可能である。 

また、障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を受

ける者が、共同生活介護又は共同生活援助を体験的に利用する場合

には、その間、共同生活介護若しくは共同生活援助の利用が可能と

なるとともに、併せてその期間中の日中活動サービスの利用も可能

である。 

さらに、障害者支援施設又はのぞみの園において施設入所支援を

受ける者は、地域移行支援における障害福祉サービスの体験的な利

用支援及び体験的な宿泊支援の利用も可能である。 

③ 共同生活介護又は共同生活援助に係る共同生活を営む住居（以下

③・④において「共同生活住居」という。）に入居する者（体験的な

利用を行う者を含む。）は、入居中は、居宅介護及び重度訪問介護を
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２項の適用を受ける入居者、経過的居宅介護利用型指定共同生活援

助事業所の入居者を除く。）。 

 

 （略） （略） 経過的居宅介護

利用型指定共同

生活援助事業所

の入居者 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

ただし、入居者が一時帰宅する場合においては、通常、受け入れ

体制が確保されていることが想定されるが、市町村が特に必要と認

める場合においては、共同生活援助を行う住居の利用に係る報酬が

全く算定されない期間中に限り、居宅介護又は重度訪問介護につい

て支給決定を行うことは可能である（障害支援区分等が利用要件に

該当している場合に限る。また、指定障害福祉サービス基準附則第

18 条の２第１項及び第２項の適用を受ける入居者及び経過的居宅

介護利用型指定共同生活援助事業所の入居者で居宅介護又は重度訪

問介護の支給決定を受けている者は、居宅介護又は重度訪問介護に

ついて改めての支給決定は不要である。）。 

なお、共同生活援助を行う住居の入居者が慢性疾患等の障害者で

あって、医師の指示により、定期的に通院を必要とする者である場

合に限り、居宅介護における通院等介助や通院等乗降介助を利用す

ることができる。 

そのほか、共同生活援助を行う住居の入居者が既に別途日中活動

サービスに係る支給決定を受けている場合は、改めて支給決定を受

けることなく、一時帰宅中に利用することは可能である。 

利用することはできない（指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の

２第１項及び第２項の適用を受ける入居者、経過的居宅介護利用型

指定共同生活介護事業所の入居者を除く。）。 

 （略） （略） 経過的居宅介護

利用型指定共同

生活介護事業所

の入居者 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

ただし、入居者が一時帰宅する場合においては、通常、受け入れ

体制が確保されていることが想定されるが、市町村が特に必要と認

める場合においては、共同生活住居の利用に係る報酬が全く算定さ

れない期間中に限り、居宅介護又は重度訪問介護について支給決定

を行うことは可能である（障害程度区分等が利用要件に該当してい

る場合に限る。また、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第

１項及び第２項の適用を受ける入居者及び経過的居宅介護利用型指

定共同生活介護事業所の入居者で居宅介護又は重度訪問介護の支給

決定を受けている者は、居宅介護又は重度訪問介護について改めて

の支給決定は不要である。）。 

なお、共同生活住居の入居者が慢性疾患等の障害者であって、医

師の指示により、定期的に通院を必要とする者である場合に限り、

居宅介護における通院等介助や通院等乗降介助を利用することがで

きる。 

そのほか、共同生活住居の入居者が既に別途日中活動サービスに

係る支給決定を受けている場合は、改めて支給決定を受けることな

く、一時帰宅中に利用することは可能である。 
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④ 障害者支援施設、のぞみの園又は共同生活援助を行う住居に入所

（入居）する者は、入所（入居）中は原則として短期入所を利用す

ることはできない。ただし、入所（入居）者が、一時帰宅中におい

て、短期入所が必要な事情が生じた場合には、通常、これらの入所

施設又は共同生活援助を行う住居に戻って必要な支援を受けること

が想定されるが、一時帰宅中の施設入所支援等の報酬（帰宅時支援

加算は含まない。）が算定されない期間においては、帰宅先における

介護者の一時的な事情により必要な介護を受けることが困難で、か

つ、帰宅先と入所施設又は共同生活援助を行う住居とが遠隔地であ

るため直ちに入所施設又は共同生活援助を行う住居に戻ることも困

難である場合等、市町村が特に必要と認める場合は、支給決定を行

うことは可能である。 

⑤～⑥（略） 

⑵ サービス等利用計画の導入と障害福祉サービスの利用の組み合わせ

について 

①（略） 

② 対象者 

平成 24 年４月以降、就労継続支援Ｂ型と施設入所支援との利用

の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用

の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が４（50 歳以

上の者は３）より低い者 

ア～ウ （略） 

エ 新規の入所希望者 

なお、エの者に係る生活介護と施設入所支援との利用の組み合

わせについては、これらのサービスがいずれも介護給付であるこ

とから、障害支援区分１以上の者を対象とする。なお、通所によ

④ 障害者支援施設、のぞみの園又は共同生活住居に入所（入居）す

る者は、入所（入居）中は原則として短期入所を利用することはで

きない。ただし、入所（入居）者が、一時帰宅中において、短期入

所が必要な事情が生じた場合には、通常、これらの入所施設又は共

同生活住居に戻って必要な支援を受けることが想定されるが、一時

帰宅中の施設入所支援等の報酬（帰宅時支援加算は含まない。）が算

定されない期間においては、帰宅先における介護者の一時的な事情

により必要な介護を受けることが困難で、かつ、帰宅先と入所施設

又は共同生活住居とが遠隔地であるため直ちに入所施設又は共同生

活住居に戻ることも困難である場合等、市町村が特に必要と認める

場合は、支給決定を行うことは可能である。 

 

⑤～⑥（略） 

⑵ サービス等利用計画の導入と障害福祉サービスの利用の組み合わせ

について 

①（略） 

② 対象者 

平成 24 年４月以降、就労継続支援Ｂ型と施設入所支援との利用

の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用

の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分が４（50 歳以

上の者は３）より低い者 

ア～ウ （略） 

エ 新規の入所希望者 

なお、エの者に係る生活介護と施設入所支援との利用の組み合

わせについては、これらのサービスがいずれも介護給付であるこ

とから、障害程度区分１以上の者を対象とする。なお、通所によ
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る生活介護の利用要件（障害支援区分３（50 歳以上の者は２）以

上）は変更しないことに留意すること。 

③ 組み合わせを認める手続 

市町村は、本人の意向を踏まえ、以下の判断の視点及び手続を

踏まえて判断するものとする。なお、支給決定の更新の際も同様

とする。 

ア （略） 

イ 手続 

(ｱ) 市町村における全体方針の検討 

市町村の協議会（法第 89条の３第１項に規定する協議会を

いう。以下同じ。）において、地域における障害福祉サービス

の提供体制等を踏まえた上で、当該市町村における施設入所

支援と生活介護（障害支援区分４（50 歳以上の者は３）より

低い者）又は就労継続支援Ｂ型の利用の組み合わせに対する

対応方針等について定めるとともに、市町村の協議会に一定

期間ごとに本組み合わせの対象者の数や状況報告を行い、地

域の社会資源の開発等につなげるよう努めることが望まし

い。 

なお、地域において必要なサービスが提供できる等の理由

により、仮に新規入所者の利用の組み合わせを原則として認

めない場合であっても、旧法施設入所者等（②のアからウま

で）については、引き続き、施設入所支援との組み合わせを

可能とする。 

(ｲ) （略） 

ウ 手続の適用時期 

(ｱ)・(ｲ)（略） 

る生活介護の利用要件（障害程度区分３（50 歳以上の者は２）以

上）は変更しないことに留意すること。 

③ 組み合わせを認める手続 

市町村は、本人の意向を踏まえ、以下の判断の視点及び手続を

踏まえて判断するものとする。なお、支給決定の更新の際も同様

とする。 

ア （略） 

イ 手続 

(ｱ) 市町村における全体方針の検討 

市町村の自立支援協議会において、地域における障害福祉

サービスの提供体制等を踏まえた上で、当該市町村における

施設入所支援と生活介護（障害程度区分４（50 歳以上の者は

３）より低い者）又は就労継続支援Ｂ型の利用の組み合わせ

に対する対応方針等について定めるとともに、市町村の自立

支援協議会に一定期間ごとに本組み合わせの対象者の数や状

況報告を行い、地域の社会資源の開発等につなげるよう努め

ることが望ましい。 

なお、地域において必要なサービスが提供できる等の理由

により、仮に新規入所者の利用の組み合わせを原則として認

めない場合であっても、旧法施設入所者等（②のアからウま

で）については、引き続き、施設入所支援との組み合わせを

可能とする。 

 

(ｲ) （略） 

ウ 手続の適用時期 

(ｱ)・(ｲ)（略） 
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５ 支給決定基準等の作成 

⑴ 障害福祉サービス 

市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平

かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定について

の支給決定基準を定めておくことが適当である。 

その際、国庫負担基準は、あくまで国が市町村の給付費の支弁額に

対して国庫負担する際の一人当たりの基準額であり、当該基準額が

個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意す

ること。 

一方、個々の障害者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定

（いわゆる「非定型」の支給決定）を行う必要がある場合が想定され

ることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判断基準等を定めてお

くことが望ましい。 

なお、「非定型」の支給決定を行うに当たっては、支給決定案につい

て市町村審査会の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を定めるこ

と。 

また、共同生活援助に係る支給申請を行う障害者のうち、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（平成 18

年厚生労働省令第 171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。）

第 213 条の２に規定する受託居宅介護サービスの提供を受けることを

希望する障害者に対する受託居宅介護サービスの支給量の決定に係る

支給決定基準（以下「受託居宅介護サービスの支給決定基準」という。）

は、以下により定めておくことが適当である。 

ア 受託居宅介護サービスの支給決定基準の基本的な考え方 

受託居宅介護サービスの支給決定基準については、障害支援区

５ 支給決定基準等の作成 

⑴ 障害福祉サービス 

市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平

かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定について

の支給決定基準を定めておくことが適当である。 

その際、国庫負担基準は、あくまで国が市町村の給付費の支弁額に

対して国庫負担する際の一人当たりの基準額であり、当該基準額が

個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意す

ること。 

一方、個々の障害者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定

（いわゆる「非定型」の支給決定）を行う必要がある場合が想定され

ることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判断基準等を定めてお

くことが望ましい。 

なお、「非定型」の支給決定を行うに当たっては、支給決定案につい

て市町村審査会の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を定めるこ

と。 
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分ごとにイに掲げる市町村が支給決定を行うに当たって参酌す

べき受託居宅介護サービスの支給標準時間（分/月）（以下「支給

標準時間」という。）に基づき設定するものとし、当該支給標準

時間の範囲内で定めることを基本とする。 

イ 支給標準時間 

【区分２】   150分/月 

【区分３】   600分/月 

【区分４】  900分/月 

【区分５】 1,300分/月 

【区分６】 1,900分/月 

ウ 「非定型」の判断基準 

以下の（ア）又は（イ）に掲げる場合であって、アにより定め

た支給決定基準の支給量の範囲内では必要な受託居宅介護サー

ビスの支給量が確保されないと認められる場合には、当該支給決

定基準を超える支給決定を行うこととして差し支えないこと。 

この場合、支給決定に当たって、市町村審査会の意見を聴いた上

で個別に適切な支給量を定めることが望ましいこと。なお、（イ）

に掲げる場合であって、指定特定相談支援事業者以外の者がサー

ビス等利用計画案を作成した場合については、支給決定に当たっ

て、市町村審査会の意見を聴くものとする。 

（ア） 当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用

型指定共同生活援助事業所（指定障害福祉サービス基準

第213条の４第1項に規定する外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所をいう。）に当該支給申請を行う者

以外に受託居宅介護サービスの提供を受けている、若し

くは、希望する利用者がいない場合又は受託居宅介護サ
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ービスを受けている、若しくは、希望する利用者のすべ

てが障害支援区分２以下である場合 

（イ） 障害支援区分４以上であって、指定特定相談支援事

業者等が作成したサービス等利用計画案を勘案した上

で、支給決定基準を超えた支給決定が必要であると市町

村が認めた場合 

⑵ （略） 

第五 介護給付費等に係る支給決定及び地域相談支援給付決定 

１ 介護給付費等に係る支給決定 

⑴ 障害支援区分の認定を要する支給申請に係る介護給付費又は訓練等

給付費の支給決定 

障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障害者に対して、介護

給付費又は訓練等給付費の支給決定をする場合は、申請者について認

定した障害支援区分（障害児については障害の種類及び程度）等が、

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（平成 18 年厚生労働省告示第 523 号。以

下「報酬告示」という。）別表介護給付費等単位数表の規定に基づき、

当該障害福祉サービスの所定単位数が算定される場合（解釈運用に当

たっては、平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号当職通知「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」（以下

「報酬解釈通知」という。）に定める各障害福祉サービスの対象者を参

照すること。）に該当することを確認するとともに、申請者に係るその

他の勘案事項及びサービス等利用計画案を十分に踏まえること。また、

 

 

 

 

 

 

⑵ （略） 

第五 介護給付費等に係る支給決定及び地域相談支援給付決定 

１ 介護給付費に係る支給決定 

 

 

申請に係る障害福祉サービスについて介護給付費の支給決定をする場

合は、申請者について認定した障害程度区分（障害児については障害の

種類及び程度）等が、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別表介護給付費等単位数表

（平成 18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。）の規

定に基づき、当該障害福祉サービスの所定単位数が算定される場合（解

釈運用に当たっては、平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号当職通知

「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」（以

下「報酬解釈通知」という。）に定める各障害福祉サービスの対象者を参

照すること。）に該当することを確認するとともに、申請者に係るその他

の勘案事項及びサービス等利用計画案を十分に踏まえること。また、そ

の際には、必要に応じて法第 22 条第２項の規定に基づき市町村審査会、
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その際には、必要に応じて法第 22 条第２項の規定に基づき市町村審査

会、身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。 

⑵ 障害支援区分の認定を要しない支給申請に係る訓練等給付費の支給

決定 

障害支援区分の認定を要しない支給申請を行う障害者に対して、訓

練等給付費の支給決定をする場合の留意事項は、申請者の障害の種類

及び程度その他の状況が、報酬告示別表介護給付費等単位数表の規定

に基づき、当該障害福祉サービスの所定単位数が算定される場合（解

釈運用に当たっては、報酬解釈通知に定める各障害福祉サービスの対

象者を参照すること。）に該当することを確認するほか、基本的には⑴

の場合と同様であるが、一部のサービスを除き、一定期間の訓練を行

うサービスであることを踏まえ、障害者本人の希望を尊重しつつ、よ

り適切なサービスの利用を図る観点から、利用を希望する障害福祉サ

ービスについて、当該サービスの継続利用についての利用者の最終的

な意向を確認した上で、当該サービスの利用が適切か否かの客観的な

判断を行うための期間（以下「暫定支給決定期間」という。）を設定し

た支給決定（以下「暫定支給決定」という。）を行うものとする。 

①・② （略） 

③ 暫定支給決定時における市町村、サービス提供事業者及び指定特定

相談支援事業者の対応 

市町村は、暫定支給決定をした場合には、サービス提供事業者と連

携調整の上、次の手順により、当該支給決定障害者のサービス利用の

継続に対する適否等を適切に判断するものとする。 

ア・イ （略） 

ウ 暫定支給決定期間経過後、利用者が引き続きサービスの継続を希

望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあったイの

身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。 

 

２ 訓練等給付費に係る支給決定 

 

申請に係る障害福祉サービスについて訓練等給付費の支給決定をする

場合の留意事項は、申請者の障害の種類及び程度その他の状況が、報酬

告示の規定に基づき、当該障害福祉サービスの所定単位数が算定される

場合（解釈運用に当たっては、報酬解釈通知に定める各障害福祉サービ

スの対象者を参照すること。）に該当することを確認するほか、基本的に

は介護給付費の場合と同様であるが、一部のサービスを除き、一定期間

の訓練を行うサービスであることを踏まえ、障害者本人の希望を尊重し

つつ、より適切なサービスの利用を図る観点から、利用を希望する障害

福祉サービスについて、当該サービスの継続利用についての利用者の最

終的な意向を確認した上で、当該サービスの利用が適切か否かの客観的

な判断を行うための期間（以下「暫定支給決定期間」という。）を設定し

た支給決定（以下「暫定支給決定」という。）を行うものとする。 

 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 暫定支給決定時における市町村、サービス提供事業者及び指定特定

相談支援事業者の対応 

市町村は、暫定支給決定をした場合には、サービス提供事業者と連

携調整の上、次の手順により、当該支給決定障害者のサービス利用の

継続に対する適否等を適切に判断するものとする。 

①・② （略） 

③ 暫定支給決定期間経過後、利用者が引き続きサービスの継続を希

望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった②の
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書類や当該指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ

（必要に応じて聴き取りを行う。）、サービスを継続することによる

改善（維持を含む。以下同じ。）効果が見込まれるか否かを判断し、

改善効果が見込まれないと判断した場合には、市町村、サービス提

供事業者、当該指定特定相談支援事業者及び利用者（必要に応じて

家族や関係機関等関係者の参加を求める。）による連絡調整会議を開

催し、利用者にその旨を説明するとともに、今後のサービス利用に

ついて調整を行う。 

エ ウにおいて市町村がサービスを継続することによる改善効果が見

込まれると判断した場合は、個別支援計画に基づく本来的な訓練に

移行する。 

なお、市町村は、当該判断に基づく支給決定を行うに当たっては、

改めて指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の

提出を求める必要はない。 

オ （略） 

２ 地域相談支援給付決定 

申請に係る地域相談支援給付決定をする場合の留意事項は、以下の点

に留意するほか、申請者に係るその他の勘案事項及びサービス等利用計

画案を十分に踏まえること。 

また、その際には、必要に応じて法第 51 条の７第２項の規定に基づ

き市町村審査会、身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。 

⑴ 地域移行支援 

申請者が地域相談支援基準第１条第２号から第４号までに規定する

施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害

者であることを確認する。なお、申請者が精神科病院に入院する精神

障害者の場合については、長期に入院していることから地域移行に向

書類や当該指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ

（必要に応じて聴き取りを行う。）、サービスを継続することによる

改善（維持を含む。以下同じ。）効果が見込まれるか否かを判断し、

改善効果が見込まれないと判断した場合には、市町村、サービス提

供事業者、当該指定特定相談支援事業者及び利用者（必要に応じて

家族や関係機関等関係者の参加を求める。）による連絡調整会議を開

催し、利用者にその旨を説明するとともに、今後のサービス利用に

ついて調整を行う。 

④ ③において市町村がサービスを継続することによる改善効果が見

込まれると判断した場合は、個別支援計画に基づく本来的な訓練に

移行する。 

なお、市町村は、当該判断に基づく支給決定を行うに当たっては、

改めて指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の

提出を求める必要はない。 

⑤ （略） 

３ 地域相談支援給付決定 

申請に係る地域相談支援給付決定をする場合の留意事項は、以下の点

に留意するほか、申請者に係るその他の勘案事項及びサービス等利用計

画案を十分に踏まえること。 

また、その際には、必要に応じて法第 51 条の７第２項の規定に基づ

き市町村審査会、身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。 

⑴ 地域移行支援 

申請者が障害者支援施設、のぞみの園若しくは療養介護事業所に入

所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者であるこ

とを確認する。なお、申請者が精神科病院に入院する精神障害者の場

合については、長期に入院していることから地域移行に向けた支援の
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けた支援の必要性が相対的に高いと見込まれる直近の入院期間が１年

以上の者を中心に対象とすることとするが、直近の入院期間が１年未

満である者であっても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居

の確保などの支援を必要とする者や、地域移行支援を行わなければ入

院の長期化が見込まれる者についても対象となるので留意すること。 

刑事施設又は少年院（以下「矯正施設」という。）に収容されている

障害者については、保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支

援との重複を避け、役割分担を明確にする観点等から、特別調整の対

象となった障害者（「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設収

容中の者の社会復帰に向けた保護、生活環境の調整等について（通達）」

（平成 21 年４月 17 日法務省保観第 244 号。法務省矯正局長、保護局

長連名通知）に基づき、特別調整対象者に選定された障害者をいう。）

のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉サービスの体験利

用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設外で行う支援の提供が可

能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業者による効果的な支

援が期待される障害者を対象とする。 

⑵ （略） 

第六 支給決定又は地域相談支援給付決定時に定める事項 

１ 支給決定又は地域相談支援給付決定事項 

市町村は、申請のあった障害福祉サービス又は地域相談支援の種類に

応じ、申請者からの具体的な利用意向の聴き取り等により、更にサービ

ス内容を特定して支給決定又は地域相談支援給付決定を行うとともに、

特定された障害福祉サービス又は地域相談支援の種類（区分）及び内容

ごとに支給量又は地域相談支援給付量及び支給決定又は地域相談支援給

付決定の有効期間を定める。 

⑴ 支給量及び地域相談支援給付量 

必要性が相対的に高いと見込まれる直近の入院期間が１年以上の者を

中心に対象とすることとするが、直近の入院期間が１年未満である者

であっても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保など

の支援を必要とする者や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化

が見込まれる者についても対象となるので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ （略） 

第六 支給決定又は地域相談支援給付決定時に定める事項 

１ 支給決定又は地域相談支援給付決定事項 

市町村は、申請のあった障害福祉サービス又は地域相談支援の種類に

応じ、申請者からの具体的な利用意向の聴き取り等により、更にサービ

ス内容を特定して支給決定又は地域相談支援給付決定を行うとともに、

特定された障害福祉サービス又は地域相談支援の種類（区分）及び内容

ごとに支給量又は地域相談支援給付量及び支給決定又は地域相談支援給

付決定の有効期間を定める。 

⑴ 支給量及び地域相談支援給付量 
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支給量及び地域相談支援給付量を定める単位期間については、１か

月とし、支給量を定める単位については、サービスの種類ごとに次の

単位で定める。 

・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護・・・時間（30 分

単位） 

※ 家事援助において、最初の 30 分以降は 15 分を単位とする。 

・ 重度障害者等包括支援・・・単位／月 

・ 上記以外の障害福祉サービス及び地域相談支援・・・日／月 

また、具体的な支給量及び地域相談支援給付量については、障害福

祉サービス及び地域相談支援の種類ごとに、支給決定又は地域相談支

援給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、次の考え方によ

り、適切な量を定めるものとする。なお、複数のサービスを組み合わ

せて支給決定又は地域相談支援給付決定をする場合（併給が認められ

ないサービスを除く。）は、複数のサービスを合わせた支給量が適切な

量となるよう留意する必要がある。 

① 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

あらかじめ定めた支給決定基準に照らしつつ、障害支援区分その

他の勘案事項を踏まえて支給量を定める。 

②～④（略） 

⑤ 療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助及び地

域相談支援 

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間中における各月に

おける暦日数を支給量又は地域相談支援給付量として定める。 

ただし、共同生活援助において体験的な利用を行う場合、各月に

おける暦日数を上限として、必要な日数を定めるものとする。 

共同生活援助に係る支給申請を行う障害者のうち受託居宅介護

支給量及び地域相談支援給付量を定める単位期間については、１か

月とし、支給量を定める単位については、サービスの種類ごとに次の

単位で定める。 

・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護・・・時間（30 分

単位） 

※ 家事援助において、最初の 30 分以降は 15 分を単位とする。 

・ 重度障害者等包括支援・・・単位／月 

・ 上記以外の障害福祉サービス及び地域相談支援・・・日／月 

また、具体的な支給量及び地域相談支援給付量については、障害福

祉サービス及び地域相談支援の種類ごとに、支給決定又は地域相談支

援給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、次の考え方によ

り、適切な量を定めるものとする。なお、複数のサービスを組み合わ

せて支給決定又は地域相談支援給付決定をする場合（併給が認められ

ないサービスを除く。）は、複数のサービスを合わせた支給量が適切な

量となるよう留意する必要がある。 

① 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

あらかじめ定めた支給決定基準に照らしつつ、障害程度区分その

他の勘案事項を踏まえて支給量を定める。 

②～④（略） 

⑤ 療養介護、共同生活介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同

生活援助及び地域相談支援 

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間中における各月に

おける暦日数を支給量又は地域相談支援給付量として定める。 

ただし、共同生活介護及び共同生活援助において体験的な利用を

行う場合、各月における暦日数を上限として、必要な日数を定める

ものとする。 
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サービスの提供を受けることを希望する障害者に対しては、障害支

援区分ごとにあらかじめ定めた受託居宅介護サービスの支給決定

基準に照らしつつ、障害の種類その他の勘案事項を踏まえて支給量

を定める。 

⑵ 支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間 

介護給付費等に係る支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間

は、障害支援区分や介護を行う者の状況等の支給決定又は地域相談支

援給付決定を行った際に勘案した事項が変化することがあるため、市

町村が障害者等の状況を的確に把握し、提供されているサービスの適

合性を確認するとともに、適切な障害支援区分や支給量に見直しを行

うため、市町村が定めるものである。その決定に当たっては、支給決

定又は地域相談支援給付決定に際し勘案した状況がどの程度継続する

かという観点から検討することとなるが、支給決定又は地域相談支援

給付決定の有効期間を定める趣旨からあまりに長い期間とすることは

適切でないため、規則第 15 条及び第 34 条の 42 に規定する期間を超

えてはならないこととしている。 

このため、支給決定期間又は地域相談支援給付決定期間の終了に際

しては、改めて介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付決定を

受けることにより継続してサービスを受けることが可能である（ただ

し、自立訓練等期限の定めのある訓練等給付に係る障害福祉サービス

等については第８の２を参照のこと。）。 

なお、規則第 15 条及び第 34 条の 42 に規定する期間はあくまで上

限であるから、支給決定又は地域相談支援給付決定に当たっては、個々

の状況に応じて適切な期間とするよう留意されたい。 

２ （略） 

第七 支給決定の変更 

 

 

 

 

⑵ 支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間 

介護給付費等に係る支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間

は、障害程度区分や介護を行う者の状況等の支給決定又は地域相談支

援給付決定を行った際に勘案した事項が変化することがあるため、市

町村が障害者等の状況を的確に把握し、提供されているサービスの適

合性を確認するとともに、適切な障害程度区分や支給量に見直しを行

うため、市町村が定めるものである。その決定に当たっては、支給決

定又は地域相談支援給付決定に際し勘案した状況がどの程度継続する

かという観点から検討することとなるが、支給決定又は地域相談支援

給付決定の有効期間を定める趣旨からあまりに長い期間とすることは

適切でないため、規則第 15 条及び第 34 条の 42 に規定する期間を超

えてはならないこととしている。 

このため、支給決定期間又は地域相談支援給付決定期間の終了に際

しては、改めて介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付決定を

受けることにより継続してサービスを受けることが可能である（ただ

し、自立訓練等期限の定めのある訓練等給付に係る障害福祉サービス

等については第８の２を参照のこと。）。 

なお、規則第 15 条及び第 34 条の 42 に規定する期間はあくまで上

限であるから、支給決定又は地域相談支援給付決定に当たっては、個々

の状況に応じて適切な期間とするよう留意されたい。 

２ （略） 

第七 支給決定の変更 
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市町村は、変更の申請又は職権により、支給決定障害者等につき必要があ

ると認めるときは、支給決定の有効期間内において支給量の変更を行うこと

ができる。支給決定の変更に当たっては、次のことに留意すること。なお、

運用上、地域相談支援給付決定の変更は想定されないことに留意すること。 

１ 障害支援区分の変更認定 

市町村は、支給量の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める

ときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。 

実際に変更の認定手続を行うか否かは、個別具体のケースに応じて市

町村が必要性を判断することとなるが、基本的には、支給決定障害者が

心身の状況の変化を申し立てており、相当と認められることが判断の目

安として考えられる。支給決定障害者が心身の状況の変化を申し立てて

いる場合でも、現に認定されている障害支援区分等を勘案し、変更申請

があった支給量が支給決定されると見込まれる場合には、必ずしも障害

支援区分の変更の認定は必要ない。 

障害支援区分の変更の認定の有効期間は、新たな認定と同様に設定し、

現に認定されていた障害支援区分の有効期間の残存期間ではないこと。 

なお、既に障害支援区分の認定及び支給決定を受けて介護給付費又は

訓練等給付費に係る障害福祉サービスを利用している者から、異なる種

類（区分）の介護給付費又は訓練等給付費に係る障害福祉サービスの利

用に係る支給申請があった場合も、同様の考え方により、必要に応じて

変更の認定を行う。 

２ （略） 

第八 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新 

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間が終了する場合におい

て、支給決定障害者等が引き続き当該障害福祉サービス又は地域相談支援

の利用を希望するときは、市町村は、支給決定障害者等からの支給申請に

市町村は、変更の申請又は職権により、支給決定障害者等につき必要があ

ると認めるときは、支給決定の有効期間内において支給量の変更を行うこと

ができる。支給決定の変更に当たっては、次のことに留意すること。なお、

運用上、地域相談支援給付決定の変更は想定されないことに留意すること。 

１ 障害程度区分の変更認定 

市町村は、支給量の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める

ときは、障害程度区分の変更の認定を行うことができる。 

実際に変更の認定手続を行うか否かは、個別具体のケースに応じて市

町村が必要性を判断することとなるが、基本的には、支給決定障害者が

心身の状況の変化を申し立てており、相当と認められることが判断の目

安として考えられる。支給決定障害者が心身の状況の変化を申し立てて

いる場合でも、現に認定されている障害程度区分等を勘案し、変更申請

があった支給量が支給決定されると見込まれる場合には、必ずしも障害

程度区分の変更の認定は必要ない。 

障害程度区分の変更の認定の有効期間は、新たな認定と同様に設定し、

現に認定されていた障害程度区分の有効期間の残存期間ではないこと。 

なお、既に障害程度区分の認定及び支給決定を受けて介護給付費に係

る障害福祉サービスを利用している者から、異なる種類（区分）の介護

給付費に係る障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合も、

同様の考え方により、必要に応じて変更の認定を行う。 

 

２ （略） 

第八 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新 

支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間が終了する場合におい

て、支給決定障害者等が引き続き当該障害福祉サービス又は地域相談支援

の利用を希望するときは、市町村は、支給決定障害者等からの支給申請に
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基づき、勘案事項等を勘案した結果、サービスの利用継続の必要性が認め

られれば、改めて支給決定又は地域相談支援給付決定をすることができる

（この支給決定又は地域相談支援給付決定を以下「支給決定又は地域相談

支援給付決定の更新」という。）。 

支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に当たっては、次のことに留

意すること。 

１ 障害支援区分との関係 

障害支援区分の認定を要する支給申請を行う障害者に対する介護給付

費又は訓練等給付費に係る支給決定については、障害支援区分の認定が

必要であることから、支給決定の更新に当たっては、障害支援区分の有

効期間の範囲内で行うか、改めて障害支援区分の認定をする必要がある。 

⑴ 障害支援区分の認定を要しない場合 

障害支援区分の有効期間が３年である障害者に対し、居宅介護の支

給決定を１年の有効期間で行っている場合など、認定されている障害

支援区分の有効期間の範囲内で支給決定の更新をすることができると

きは、障害支援区分の有効期間の範囲内かつ当該障害福祉サービスに

ついて設定できる支給決定の有効期間の範囲内で支給決定の更新を行

う。 

⑵ 障害支援区分の認定の更新を行う場合 

① 障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が同じ場合 

障害支援区分の有効期間と同期間で支給決定を行っている場合な

ど、障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が同じ場

合は、支給決定の更新に際し、当初の支給決定時と同様の手続によ

り改めて障害支援区分の認定を行うものとする（当該認定を以下「障

害支援区分の更新認定」という。）。 

この場合の障害支援区分の更新認定の有効期間の開始日は、原則

基づき、勘案事項等を勘案した結果、サービスの利用継続の必要性が認め

られれば、改めて支給決定又は地域相談支援給付決定をすることができる

（この支給決定又は地域相談支援給付決定を以下「支給決定又は地域相談

支援給付決定の更新」という。）。 

支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に当たっては、次のことに留

意すること。 

１ 障害程度区分との関係 

介護給付費に係る支給決定については、障害程度区分の認定が必要で

あることから、支給決定の更新に当たっては、障害程度区分の有効期間

の範囲内で行うか、改めて障害程度区分の認定をする必要がある。 

 

⑴ 障害程度区分の認定を要しない場合 

障害程度区分の有効期間が３年である障害者に対し、居宅介護の支

給決定を１年の有効期間で行っている場合など、認定されている障害

程度区分の有効期間の範囲内で支給決定の更新をすることができると

きは、障害程度区分の有効期間の範囲内かつ当該障害福祉サービスに

ついて設定できる支給決定の有効期間の範囲内で支給決定の更新を行

う。 

⑵ 障害程度区分の認定の更新を行う場合 

① 障害程度区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が同じ場合 

障害程度区分の有効期間と同期間で支給決定を行っている場合な

ど、障害程度区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が同じ場

合は、支給決定の更新に際し、当初の支給決定時と同様の手続によ

り改めて障害程度区分の認定を行うものとする（当該認定を以下「障

害程度区分の更新認定」という。）。 

この場合の障害程度区分の更新認定の有効期間の開始日は、原則
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として、更新前の障害支援区分の有効期間の満了日の翌日とする。 

② 障害支援区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が異なる場

合 

障害支援区分の更新認定を要する場合は、障害支援区分の有効期

間の終期と支給決定の有効期間の終期が一致しているのが通常と考

えられるが、障害支援区分の有効期間の範囲内で支給決定し、又は

支給決定の更新をした結果、障害支援区分の有効期間の残存期間が

あり、当該残存期間が支給決定の更新を行おうとする有効期間より

も著しく短い場合（概ね３か月以下を目安とする。）は、障害支援区

分の更新認定をできるものとする。 

この場合の障害支援区分の更新認定の有効期間の開始日は、原則

として、更新後の支給決定の有効期間の開始日と合わせるものとす

る。 

２ 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に係る利用期間の取扱い 

自立訓練等期限の定めがある訓練等給付費に係る障害福祉サービスな

ど、次に掲げる支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に際しては、

標準利用期間を念頭に置くほか、利用継続の必要性について十分な評価

検討を行う必要がある。なお、訓練等給付費の支給要否決定又は地域相

談支援給付費の給付要否決定を行う際の認定調査の調査項目に係る調査

内容（参考指標としてのスコアを含む。）については、有効期間を特に設

定していないが、障害支援区分との均衡を考慮して、最長３年間の範囲

内で、支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に際し、障害者の心身

の状況等に応じて適宜見直しをすることが考えられる。 

⑴ 訓練等給付費に係る障害福祉サービス等 

①～③（略） 

④ 就労継続支援 

として、更新前の障害程度区分の有効期間の満了日の翌日とする。 

② 障害程度区分の有効期間と支給決定の有効期間の終期が異なる場

合 

障害程度区分の更新認定を要する場合は、障害程度区分の有効期

間の終期と支給決定の有効期間の終期が一致しているのが通常と考

えられるが、障害程度区分の有効期間の範囲内で支給決定し、又は

支給決定の更新をした結果、障害程度区分の有効期間の残存期間が

あり、当該残存期間が支給決定の更新を行おうとする有効期間より

も著しく短い場合（概ね３か月以下を目安とする。）は、障害程度区

分の更新認定をできるものとする。 

この場合の障害程度区分の更新認定の有効期間の開始日は、原則

として、更新後の支給決定の有効期間の開始日と合わせるものとす

る。 

２ 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に係る利用期間の取扱い 

自立訓練等期限の定めがある訓練等給付費に係る障害福祉サービスな

ど、次に掲げる支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に際しては、

標準利用期間を念頭に置くほか、利用継続の必要性について十分な評価

検討を行う必要がある。なお、訓練等給付費の支給要否決定又は地域相

談支援給付費の給付要否決定を行う際の認定調査の調査項目に係る調査

内容（参考指標としてのスコアを含む。）については、有効期間を特に設

定していないが、障害程度区分との均衡を考慮して、最長３年間の範囲

内で、支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に際し、障害者の心身

の状況等に応じて適宜見直しをすることが考えられる。 

⑴ 訓練等給付費等に係る障害福祉サービス等 

①～③（略） 

④ 就労継続支援 
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就労継続支援事業の対象者は、Ａ型及びＢ型ともに「通常の事業所

に雇用されることが困難な障害者」とされていることから、支給決定

の更新の段階で、協議会や障害者雇用支援合同会議等において、それ

までの利用実績、サービス管理責任者による評価等を踏まえ、一般就

労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新の要否を判断する。 

ただし、平成 25年４月以降に、就労系障害福祉サービスの利用に係

るアセスメントを経ることなく、就労継続支援Ｂ型事業の利用を開始

した者については、当該支給決定更新時において、就労移行支援事業

者によるアセスメントを受けることとする。 

 

⑤ 共同生活援助における地域移行型ホーム 

地域移行型ホームは、地域への移行のための通過的な居住の場とし

ての機能を有するものであることから、地域移行型ホーム事業者は、

利用者に対し、２年間を超えてサービスを提供してはならないことを

原則としている。 

したがって、入居から２年間を超える支給決定の更新の申請があっ

た場合には、市町村審査会の意見を聴き、真に必要やむを得ない場合

に限って必要最小限の有効期間で支給決定の更新を行うとともに、で

きるだけ早期に本来的な地域への移行ができるよう必要な調整を行う

ものとする。 

⑥ 共同生活援助におけるサテライト型住居の利用 

共同生活援助におけるサテライト型住居は、地域において単身等で

生活をしたいという明確な目的意識を持った障害者の利用期間の長期

化を回避する観点から、当該サテライト型住居に入居してから原則と

して３年の間に一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サービス

事業者等との十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うものとして

就労継続支援事業の対象者は、Ａ型及びＢ型ともに「通常の事業所

に雇用されることが困難な障害者」とされていることから、支給決定

の更新の段階で、地域自立支援協議会や障害者雇用支援合同会議等に

おいて、それまでの利用実績、サービス管理責任者による評価等を踏

まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新の要否を判

断する。 

ただし、平成 25年４月以降に、就労系障害福祉サービスの利用に係

るアセスメントを経ることなく、就労継続支援Ｂ型事業の利用を開始

した者については、当該支給決定更新時において、就労移行支援事業

者によるアセスメントを受けることとする。 

⑤ 共同生活介護及び共同生活援助における地域移行型ホーム 

地域移行型ホームは、地域への移行のための通過的な居住の場とし

ての機能を有するものであることから、地域移行型ホーム事業者は、

利用者に対し、２年間を超えてサービスを提供してはならないことを

原則としている。 

したがって、入居から２年間を超える支給決定の更新の申請があっ

た場合には、市町村審査会の意見を聴き、真に必要やむを得ない場合

に限って必要最小限の有効期間で支給決定の更新を行うとともに、で

きるだけ早期に本来的な地域への移行ができるよう必要な調整を行う

ものとする。 
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いる。 

ただし、入居から３年間を超える支給決定の更新の申請があった場

合には、市町村審査会の意見を聴き、引き続き、サテライト型住居を

利用することにより単身生活への移行が見込まれる場合等については

支給決定を更新し、サテライト型住居において共同生活援助の提供を

行うことが可能である。なお、サテライト型住居の利用継続の必要性

が認められない場合であっても、支給決定を更新し、サテライト型住

居以外の共同生活住居において共同生活援助の提供を行うことは可能

であること。 

⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ （略） 

 


