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基準第 159 条第２項から第６項までの規定は、基準該当自立訓練（生
活訓練）について準用されるものであることから、第八の３の（１）（第
三の３の（11）の①を参照する部分を除く。）を参照されたい。
第十 就労移行支援

第十 就労移行支援

１ 人員に関する基準

１ 人員に関する基準

（１）（略）

（１）職業指導員及び生活支援員（基準第 175 条第１項第１号）
職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算
方法により、利用者の数を６で除した数以上でなければならないもの
であり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、
最低１人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか１人以上は常勤で
なければならない。

（２）（略）

（２）就労支援員（基準第 175 条第１項第２号）
就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職
場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が
行うことが望ましいこと。

（３）（略）

（３）サービス管理責任者（基準第 175 条第１項第３号）
指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第四の１
の（４）及び第五の１の（４）を参照されたい。
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行

（４）認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数（基準第 176 条）
① 職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換
算方法により、利用者の数を 10 で除した数以上でなければならないも
のであり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、
最低１人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか１人以上は常勤
でなければならない。
② サービス管理責任者については、指定療養介護及び指定生活介護の
場合同趣旨であるため、第四の１の（４）及び第五の１の（４）を参
照されたい。
③ なお、認定指定就労移行支援事業所の従業者は、あん摩マッサージ
指圧師、はり師及びきゅう師の学校又は養成施設の教員との兼務が可
能であること。

（５）（略）

（５）準用（基準第 177 条）
基準第 51 条については、指定就労移行支援に準用されるものである
ことから、第四の１の（７）の①を参照されたい。

２

設備に関する基準

２

（略）
３

設備に関する基準
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の２を参照されたい。

運営に関する基準

３

（１）提供の拒否の禁止（基準第 184 条で準用する基準第 11 条）

運営に関する基準

（新設）

指定就労移行支援事業者は、原則として、利用申込みに対して応じな
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ければならないことを規定したものであり、特に、障害支援区分や所得
の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。
提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、
①

当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合

②

当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定
めている場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった
場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供するこ
とが困難な場合

③

入院治療が必要な場合

である。
なお、指定就労移行支援については、前年度の実績（就労定着者の割
合）に応じて基本報酬が決定されるため、就労定着者の割合を高めるた
めに、利用者を選別することは認められず、就労移行支援の支給決定を
受けた障害者に対しては、原則としてサービスを提供しなければならな
いものである。また、正当な理由がなく、指定就労移行支援事業所がサ
ービスの提供を拒否した場合は、勧告、命令、取消等の対象となるとと
もに、市町村において、障害者に就労移行支援の支給決定を行う際には、
指定就労移行支援事業所には正当な理由がない限りサービスの提供を
拒否できないことを十分に周知し、サービスの提供を拒否された場合の
連絡先を開示するなど、当該規定の違反があったことを把握できるよう
にすることが重要であること。
（２）通勤のための訓練の実施（基準第 179 条の２）

（新設）

就労移行支援は一般就労を希望する障害者に対し、生産活動、職場体
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験、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う一般
就労を目的とした障害福祉サービスであることから、一般就労移行後に
は障害者が自ら雇用された通常の事業所に通勤することができるよう、
通勤のための訓練を実施しなければならないこと。
（３）（略）

（１）実習の実施（基準第 180 条）
実習については、就労移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況及
びその希望に応じた適切な受入先が複数確保できるよう、就労支援員
が中心となり、その開拓に努めること。
なお、実習時において、指定就労移行支援事業所における就労支援員
等の職員が随行しない期間がある場合には、当該期間中に、実習先に
おける利用者の状況について、利用者本人や実習先事業者からの聞き
取りを行うことにより、日報を作成するとともに、少なくとも１週間
ごとに、当該聞き取りの内容等を元に、就労移行支援計画の内容の確
認及び必要に応じた見直しを行うよう努めること。
また、受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生
活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して行うこと。

（４）（略）

（２）求職活動の支援等の実施（基準第 181 条）
求職活動については、就労移行支援計画に基づき、公共職業安定所に
おける求職の登録、合同就職面接会や企業面接への参加などの機会を
提供するとともに、当該求職活動が円滑に行えるよう、就労支援員が
必要に応じ支援すること。
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（５）職場への定着のための支援等の実施（基準第 182 条）

行

（３）職場への定着のための支援等の実施（基準第 182 条）

指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の３の（４）の２を参

指定就労移行支援事業者は、利用者が円滑に職場に定着できるよう、

照されたい。

利用者が就職してから、少なくとも６月以上の間、障害者就業・生活
支援センターや職場適応援助者と連携を図りながら、事業主に対する
助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家
庭訪問等による適切な相談支援を行うこと。
なお、こうした指定就労移行支援事業者による職場への定着支援は、
無期限に行うのではなく、６月間経過後は、障害者就業・生活支援セ
ンター等の就労支援機関により、利用者に対する適切な相談支援が継
続的に行われるよう、当該就労支援機関との必要な調整を行わなけれ
ばならない。

（６）（略）

（４）就職状況の報告（基準第 183 条）
指定就労移行支援事業者は、毎年度、前年度における就職した利用者
の数、就職後６月以上職場へ定着している者の数を、都道府県（指定
都市又は中核市においては、指定都市又は中核市。）に報告しなけれ
ばならないこと。

（７）利益供与等の禁止（基準第 184 条で準用する基準第 38 条）
①

（新設）

基準第 38 条第１項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援
事業者又は他の障害福祉サービス事業者等による障害福祉サービス
事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指定就労移行支援事業者
は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福
祉サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定就労移行支援事
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業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与
してはならない旨を規定したものである。
② 同条第２項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談
支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に
行われるよう、指定就労移行支援事業者は、一般相談支援事業者若し
くは特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当
該事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹
介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはな
らない旨を規定したものである。
③ 障害福祉サービスは、障害者が自立した日常生活又は社会生活が営
むことができるよう、障害者が自ら障害福祉サービスのサービス内容
や質に基づき利用の可否を判断するものである。このため、障害者の
意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋
行為を指定就労移行支援事業者は行ってはならない。具体的には、
「利
用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品
を授与すること」、「障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所
に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与すること」、「障害
福祉サービスの利用開始（利用後一定期間経過後も含む。）に伴い利
用者に祝い金を授与すること」、「利用者の就職を斡旋した事業所に
対し金品の授与を行うこと」などがあげられる。
（８）準用（基準第 184 条）

（５）準用（基準第 184 条）

① 第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第 28 条、

① 第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第 28 条、

第 36 条から第 41 条まで、第 57 条から第 60 条まで、第 66 条、第 68

第 36 条から第 41 条まで、第 57 条から第 60 条まで、第 66 条、第 68
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条から第 70 条まで、第 73 から第 75 条まで、第 84 条から第 92 条ま

条から第 70 条まで、第 73 から第 75 条まで、第 84 条から第 92 条ま

で、第 159 条、第 160 条及び第 170 条の 2 の規定は、就労移行支援の

で、第 159 条、第 160 条及び第 170 条の 2 の規定は、就労移行支援の

事業に準用されることから、第三の３の（１）、
（４）から（７）まで、

事業に準用されることから、第三の３の（１）
、
（３）から（７）まで

（９）
、
（10）
、
（13）
、
（17）
、
（24）及び（26）から（28）まで並びに第

（（３）の②を除く。）、
（９）、
（10）、
（13）、
（17）及び（24）から（28）

四の３の（６）から（９）まで（
（７）の②中「６月に１回以上」と

まで並びに第四の３の（６）から（９）まで（（７）の②中「６月に

あるのは、
「３月に１回以上」とする。
）、
（15）、
（17）
、
（19）及び（21）

１回以上」とあるのは、「３月に１回以上」とする。）、（15）、（17）、

から（23）まで並びに第五の３の（３）から（10）まで並びに第八の

（19）及び（21）から（23）まで並びに第五の３の（３）から（10）

３の（１）及び（２）並びに第九の３の（３）を参照されたい。

まで並びに第八の３の（１）及び（２）並びに第九の３の（３）を参
照されたい。

②

（略）

②

基準第 184 条の規定により準用される第 10 条については、第五の
３の（11）の②のとおり取り扱うものとする。

③

（略）

③

同条の規定により準用される第 69 条については、第五の３の（11）
の③のとおり取り扱うものとする。

第十一 就労継続支援Ａ型

第十一 就労継続支援Ａ型

１ 人員に関する基準

１ 人員に関する基準

（１）（略）

（１）職業指導員及び生活支援員（基準第 186 条第１項第１号）
職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算
方法により、利用者の数を 10 で除した数以上でなければならないもの
であり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、
最低１人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか１人以上は常勤で
なければならない。
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なお、職業指導員及び生活支援員の員数は、雇用関係の有無を問わず、
利用者たる障害者の人数に基づき算定すること。
（２）（略）

（２）サービス管理責任者（基準第 186 条第１項第２号）
指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第四の１
の（４）及び第五の１の（４）を参照されたい。

（３）（略）

（３）準用（基準第 187 条）
基準第 51 条については、指定就労継続支援Ａ型に準用されるもので
あることから、第四の１の（７）の①を参照されたい。

２

設備に関する基準

２

（略）
３

設備に関する基準
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の２を参照されたい。

運営に関する基準

３

（１）実施主体（基準第 189 条）

運営に関する基準

（１）実施主体（基準第 189 条）

① 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ものでなければならないこと。 また、指

① 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ものでなければならないこと。

定就労継続支援Ａ型を実施する法人は、障害者の能力や知識を向上
させるための訓練を能力や適性等に応じ実施することで、当該指定
就労継続支援Ａ型の生産活動収入を増やすよう努めなければならな
いこと。
ただし、特定非営利活動法人並びに一般社団法人及び一般財団法

ただし、特定非営利活動法人並びに一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
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る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律

第 50 号）による改正前の民法第 34 条により設立された法人等であ

第 50 号）による改正前の民法第 34 条により設立された法人等であ

って、専ら社会福祉事業以外の事業を行っているものについて、都

って、専ら社会福祉事業以外の事業を行っているものについて、都

道府県知事が当該事業を社会福祉事業に準ずるものとして認めた場

道府県知事が当該事業を社会福祉事業に準ずるものとして認めた場

合については、専ら社会福祉事業を行っているものとして取り扱っ

合については、専ら社会福祉事業を行っているものとして取り扱っ

て差し支えないこと。

て差し支えないこと。

（略）

②

指定就労継続支援Ａ型事業者は、特例子会社であってはならないこ
と。

（２）（略）

（２）雇用契約の締結等（基準第 190 条）
指定就労継続支援Ａ型の利用者のうち、雇用契約を締結した者につい
ては、労働基準法等労働関連法規の適用を受ける労働者に該当するが、
雇用契約によらない利用者については労働者には該当しないことか
ら、これらの作業内容及び作業場所を区分するなど、利用者が提供す
る役務と工賃との関係が明確になるよう、配慮すること。
なお、利用者の労働者性に関する具体的な考え方については、「就労
継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」（平成 18
年 10 月２日障障発第 1002003 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課長通知）を参照されたい。

（３）（略）

（３）就労（基準第 191 条）
指定就労継続支援Ａ型は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう、利用者に対し就労の機会を提供するとともに、
その就労の知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を適切かつ
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効果的に行うものである。よって、利用者の希望や能力を踏まえずに、
利用者全員の労働条件を一律に設定するのは、事業趣旨に反するもので
ある。
このため、指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当た
っては、利用者の適性、障害特性等を踏まえ、利用者の希望に応じた労
働時間や労働日数等での就労が可能となるよう、暫定支給決定期間にお
けるアセスメントや、就労継続支援Ａ型計画（基準第 197 条に規定する
就労継続支援Ａ型計画をいう。以下同じ。）作成後の継続的なアセスメ
ントやモニタリングを通じて適切な支援方法を検討し、就労継続支援Ａ
型計画の作成や変更を行った上で、就労の能力の向上を図るための必要
な訓練や支援を行わなければならない。
また、一般就労に必要な知識、能力を有するに至った利用者が一般就
労を希望する場合には、継続的なアセスメントやモニタリングを通じた
適切な支援方法を検討し、利用者の適性や障害特性等を踏まえ、利用者
が一般就労への移行ができるように就労継続支援Ａ型計画の変更を行
い、一般就労に向けた必要な訓練や支援を行わなければならない。
なお、就労継続支援Ａ型計画の様式例については、「指定就労継続支
援Ａ型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱
い及び様式例について」（平成 29 年３月 30 日障障発 0330 第４号厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「指定基準
の見直し等通知」という。）を参考にされたい。
（４）（略）

（４）賃金及び工賃（基準第 192 条）
指定就労継続支援Ａ型事業は、職業指導員や生活支援員等の指定就労
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継続支援Ａ型事業所に配置すべき従業者による必要な支援を行いなが
ら雇用契約の締結による就労機会を提供し、最低賃金の支払い等の労働
基準法等労働関係法規を遵守しつつ、就労の機会を提供する障害福祉サ
ービスである。この事業趣旨を踏まえれば、指定就労継続支援Ａ型事業
は、常に生産活動の向上や収入・支出の改善を図り、雇用契約によらな
い利用者がいる場合には工賃の支払いも発生することも踏まえ、生産活
動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した
額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしな
ければならない。
なお、指定就労継続支援Ａ型事業については、原則として余剰金は発
生しないが、将来にわたって安定的に賃金を支給するため又は安定的か
つ円滑に就労継続支援Ａ型事業を継続するため、一定の条件の下に工賃
変動積立金、設備等整備積立金を積み立てることができる。具体的な取
扱いは「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」（平成
18 年 10 月２日社援発第 1002001 号厚生労働省社会・援護局長通知）及
び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取
扱いについて」（平成 28 年 3 月 31 日雇児発 0331 第 15 号、社援発 0331
第 39 号、老発 0331 第 45 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社
会・援護局長、老健局長連名通知）を参照されたい。
また、生産活動に必要な経費には、社会福祉法人会計基準、就労支援
事業会計基準で就労支援事業販売原価や就労支援事業販管費といった
費用として計上するものが含まれる。
当該指定基準を満たさない場合には、指定就労継続支援Ａ型事業所に
経営改善計画書を提出させ、改善が見込まれない場合には、当該基準に
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違反するものとして、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消しや停止
を検討すること。なお、具体的な取扱いは、「指定基準の見直し等通知」
を参照すること。
雇用契約を締結している利用者については、契約上の賃金を支払うこ
と。なお、最低賃金の減額の特例許可手続に関しては、「障害者自立支
援法の施行に伴う最低賃金の減額の特例許可手続について」（平成 18
年 10 月２日障障発第 1002001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課長通知）を参照されたい。
また、雇用契約によらない利用者に対する工賃の支払については、生
産活動に係る事業の収入から、上記雇用契約を締結している者に対する
賃金も含め、生産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を支払
うこと。
さらに、雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる
一月あたりの工賃の平均額は、3,000 円を下回ってはならないこと。
ただし、一月あたりの利用者の利用日数が極端に少ない場合につい
ては、都道府県知事の判断により、当該影響を排除した計算方法によ
り算出した工賃の平均額をもって本規定を適用することが可能である
こと。
なお、都道府県、指定都市又は中核市は、前年度の工賃の平均額が
月額 3,000 円を下回る場合、工賃を向上させるための指導を行うこと。
利用者に対する賃金及び工賃の支払いに当たっては、原則として自
立支援給付を充ててはならない。ただし、激甚災害を受けた地域や経
済危機の場合であって厚生労働省が認める場合又は経営改善計画書を
提出した指定就労継続支援Ａ事業所の経営改善期間中は、この限りで
153

改

正 後

現

行

ない。
（５）（略）

（５）実習の実施（基準第 193 条）
指定就労移行支援の場合と同趣旨であるため、第十の３の（１）を参
照されたい。

（６）（略）

（６）求職活動の支援等の実施（基準第 194 条）
指定就労移行支援の場合と同趣旨であるため、第十の３の（２）を参
照されたい。
なお、在宅で就労する者については、職業指導員が、少なくとも週に
１回以上、利用者の居宅を訪問すること等により適切な支援を行うこ
と。

（７）職場への定着のための支援等の実施（基準第 195 条）

（７）職場への定着のための支援等の実施（基準第 195 条）

指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の３の（４）の２を参

指定就労移行支援の場合と同趣旨であるため、第十の３の（３）を参

照されたい。
（８）（略）

照されたい。
（８）利用者及び従業者以外の者の雇用（基準第 196 条）
就労継続支援Ａ型事業者は、利用者以外に、就労の機会の提供として
行われる指定就労継続支援Ａ型に従事する障害者以外の職員（基準第
186 条により必要とされる従業者は含まない。）を、利用定員（雇用
契約によらない利用者に係る利用定員を含む。）の規模に応じた数を
上限として雇用することができることを定めたものである。ただし、
身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場及び精神障害者福祉工場の
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うち、既に当該上限数を超える障害者以外の職員を福祉工場において
行われる事業に従事する職員として雇用しているものが、就労継続支
援Ａ型事業者に転換する場合については、当分の間、同条の規定によ
る基準を満たすための計画を都道府県知事に提出した場合に限り、同
条の規定による上限数を超えた職員の雇用が引き続き可能である（基
準附則第 21 条）。
なお、就労継続支援Ａ型事業において就労の機会の提供として行われ
る事業は、利用者のために行われるものであることにかんがみ、障害
者以外の者の雇用に当たっては、当該雇用により利用者の賃金や工賃
の低下を招くことがないよう、その人数等について、十分に配慮する
こと。
（９）運営規程（基準第 196 条の２）

（９）運営規程（基準第 196 条の２）

（略）

指定就労継続支援Ａ型事業所の適正な運営及び利用者に対する適切
な指定就労継続支援Ａ型の提供を確保するため、基準第 196 条の２第１
号から第 13 号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定
就労継続支援Ａ型事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に
留意するものとする。

①

（略）

①

利用定員（第４号）
利用定員は、指定就労継続支援Ａ型事業所において同時に指定就労
継続支援Ａ型の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
ものであること。なお、複数の指定就労継続支援Ａ型の単位が設置さ
れている場合にあっては、当該指定就労継続支援Ａ型の単位ごとに利
用定員を定める必要があること。
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（略）

②

行

指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃
金及び第 192 条第 3 項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作
業時間（第６号）
指定就労継続支援Ａ型事業において実施する主な生産活動の内容、
生産活動に係る労働時間又は作業時間を明記すること。また、生産活
動により利用者に支払う賃金及び工賃の月給、日給又は時間給を明記
すること。なお、労働時間及び賃金の月給、日給又は時間給は、就業
規則と同様の記載とすることができる。

③

通常の事業の実施地域（第７号）

③

通常の事業の実施地域（第７号）

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとす

通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定されるものとす

ること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の

ること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の

観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを

観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを

妨げるものではないこと。

妨げるものではないこと。

また、指定就労継続支援Ａ型事業は、就労の機会の提供及び生産活

また、指定就労継続支援Ａ型事業所へは利用者が自ら通うことを基

動の機会の提供だけでなく、利用者の知識や能力向上のための必要な

本としているが、障害の程度等により自ら通所することが困難な利用

訓練を行うとともに、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

者に対しては、円滑な指定就労継続支援Ａ型の利用が図られるよう、

ことができるように支援することが求められるため、指定就労継続支

指定就労継続支援Ａ型事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必

援Ａ型事業所へは利用者が自ら通うことを基本としている。だだし、

要があること。

公共交通機関を利用して当該指定就労継続支援Ａ型事業所まで通勤
することが困難である利用者や障害の程度等により自ら通所するこ
とが困難な利用者に対しては、円滑な指定就労継続支援Ａ型の利用が
図られるよう、指定就労継続支援Ａ型事業所が送迎を実施するなどの
配慮を行うことも検討すること。
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（10）準用（基準第 197 条）
①

行

（10）準用（基準第 197 条）

第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、

① 第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、第

第 28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 57 条から第 60 条まで、第 66

28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 57 条から第 60 条まで、第 66 条、

条、第 68 条から第 70 条まで、第 73 条から第 75 条まで、第 86 条か

第 68 条から第 70 条まで、第 73 条から第 75 条まで、第 86 条から第

ら第 88 条まで、第 90 条から第 92 条まで、第 159 条及び第 160 条の

88 条まで、第 90 条から第 92 条まで、第 159 条及び第 160 条の規定は、

規定は、就労継続支援Ａ型の事業に準用されることから、第三の３の

就労継続支援Ａ型の事業に準用されることから、第三の３の（１）、

（１）、（４）から（７）まで、（９）、（10）、（12）、（13）、

（３）から（７）まで（（３）の②を除く。）、（９）、（10）、（12）、

（17）
、
（24）及び（26）から（28）まで並びに第四の３の（６）から

（13）、（17）及び（24）から（28）まで並びに第四の３の（６）か

（９）まで、（15）、（17）、（19）及び（21）から（23）まで並び

ら（９）まで、（15）、（17）、（19）及び（21）から（23）まで並

に第五の３の（５）から（７）まで、（９）及び（10）並びに第八の

びに第五の３の（５）から（７）まで、（９）及び（10）並びに第八

３の（１）及び（２）並びに第十の３の（１）及び（７）を参照され

の３の（１）及び（２）を参照されたい。

たい。
②

（略）

②

基準第 197 条の規定により準用される第 10 条については、第五の

３の（11）の②のとおり取り扱うものとする。
③

（略）

③

同条の規定により準用される第 69 条については、第五の３の（11）

の③のとおり取り扱うものとする。
第十二 就労継続支援Ｂ型

第十二 就労継続支援Ｂ型

１

１

人員に関する基準
（略）

人員に関する基準
基準第 51 条及び第 186 条については、指定就労継続支援Ｂ型に準用さ
れるものであることから、第四の１の（７）の①並びに第十一の１の（１）
及び（２）を参照されたい。
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（略）
３

運営に関する基準

（１）（略）

行

設備に関する基準
指定生活介護の場合と同趣旨であるため、第五の２を参照されたい。

３

運営に関する基準

（１）工賃の支払等（基準第 201 条）
利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、
3,000 円を下回ってはならないこと。
ただし、一月あたりの利用者の利用日数が極端に少ない場合につい
ては、都道府県知事の判断により、当該影響を排除した計算方法によ
り算出した工賃の平均額をもって本規定を適用することが可能である
こと。
なお、都道府県（指定都市又は中核市においては、指定都市又は中
核市。）は、前年度の工賃の平均額が月額 3,000 円を下回る場合、工
賃を向上させるための指導を行うこと。
また、指定就労継続支援Ｂ型事業者は、毎年度、当該年度における目
標工賃と、前年度における工賃実績を利用者に通知するとともに、都
道府県（指定都市にあっては都道府県及び指定都市、中核市にあって
は都道府県及び中核市）に届け出なければならないこと。
なお、具体的な届出方法については「就労移行支援事業、就労継続支
援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（平成 19 年４月２
日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福
祉課長通知）を参照されたい。

（２）準用（基準第 202 条）

（２）準用（基準第 202 条）
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① 第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、

①

行

第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、

第 28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 57 条から第 60 条まで、第 66

第 28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 57 条から第 60 条まで、第 66

条、第 68 条から第 70 条まで、第 73 条から第 75 条まで、第 84 条、

条、第 68 条から第 70 条まで、第 73 条から第 75 条まで、第 84 条、

第 86 条から第 92 条まで、第 159 条、第 160 条及び第 193 条から第

第 86 条から第 92 条まで、第 159 条、第 160 条及び第 193 条から第

195 条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業に準用されること

195 条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業に準用されること

から、第三の３の（１）、（４）から（７）まで、（９）、（10）、

から、第三の３の（１）、（３）から（７）まで（（３）の②を除く。）、

（12）、（13）、（17）
、
（24）及び（26）から（28）まで並びに第四

（９）、（10）、（12）、（13）、（17）及び（24）から（28）まで

の３の（６）から（９）まで、（15）、（17）、（19）及び（21）か

並びに第四の３の（６）から（９）まで、（15）、（17）、（19）及

ら（23）まで並びに第五の３の（３）及び（５）から（10）まで並び

び（21）から（23）まで並びに第五の３の（３）及び（５）から（10）

に第八の３の（１）及び（２）並びに第十の３の（１）及び（７）並

まで並びに第八の３の（１）及び（２）並びに第十一の３の（４）か

びに第十一の３の（５）から（７）までを参照されたい。

ら（６）までを参照されたい。

② （略）

②

基準第 202 条の規定により準用される第 10 条については、第五の
３の（11）の②のとおり取り扱うものとする。

③

（略）

③

同条の規定により準用される第 69 条については、第五の３の（11）

の③のとおり取り扱うものとする。
４

基準該当障害福祉サービスに関する基準

（１）（略）

４

基準該当障害福祉サービスに関する基準

（１）運営規程（基準第 204 条）
基準該当就労継続支援Ｂ型の利用定員については、運営規程において
定める必要がないこと。

（２）準用（基準第 206 条）

（２）準用（基準第 206 条）

① 第９条から第 12 条まで、第 14 条から第 17 条まで、第 19 条、第

① 第９条から第 12 条まで、第 14 条から第 17 条まで、第 19 条、第

20 条、第 23 条（第１項を除く。）、第 28 条、第 36 条から第 41 条

20 条、第 23 条（第１項を除く。）、第 28 条、第 36 条から第 41 条
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まで、第 51 条、第 57 条から第 60 条まで、第 68 条、第 70 条、第 73

まで、第 51 条、第 57 条から第 60 条まで、第 68 条、第 70 条、第 73

条から第 75 条まで、第 84 条、第 87 条、第 88 条、第 90 条から第 92

条から第 75 条まで、第 84 条、第 87 条、第 88 条、第 90 条から第 92

条まで、第 159 条（第１項を除く。）、第 160 条、第 193 条から第

条まで、第 159 条（第１項を除く。）、第 160 条、第 193 条から第

195 条まで及び第 198 条の規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業

195 条まで及び第 198 条の規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業

に準用されることから、第三の３の（１）、（４）、（６）、（７）、

に準用されることから、第三の３の（１）、（３）（②を除く。）、

（９）、（10）、（13）（①を除く。）、（17）
、
（24）及び（26）か

（４）、（６）、（７）、（９）、（10）、（13）（①を除く。）、

ら（28）まで並びに第四の１の（７）、３の（６）から（９）まで、

（17）及び（24）から（28）まで並びに第四の１の（７）、３の（６）

（17）、（19）及び（21）から（23）まで並びに第五の３の（３）、

から（９）まで、（17）、（19）及び（21）から（23）まで並びに第

（６）、（７）、（９）及び（10）並びに第八の３の（１）（第三の

五の３の（３）、（６）、（７）、（９）及び（10）並びに第八の３

３の（11）の①を除く。）及び（２）並びに第十の３の（１）及び（７）

の（１）（第三の３の（11）の①を除く。）及び（２）並びに第十一

並びに第十一の３の（５）から（７）までを参照されたい。

の３の（４）から（６）までを参照されたい。

②

（略）
②

同条の規定により準用される第 10 条については、第五の３の（11）

の②のとおり取り扱うものとする。
第十三 就労定着支援
１

（新設）

人員に関する基準

（１）就労定着支援員（基準第 206 条の３第１項）
就労定着支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、
利用者の数を 40 で除した数以上でなければならないこと。
ただし、一体的に運営する指定生活介護、指定自立訓練（機能訓練）、
指定自立訓練（生活訓練）、指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型、
指定就労継続支援Ｂ型（以下第十三において「生活介護等」という。）
の事業を行う事業所（以下「生活介護事業所等」という。）に配置され
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る常勤の職業指導員、生活支援員又は就労移行支援員等の直接処遇に係
る職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、就労定着
支援員に従事することができる。この場合においては、兼務を行う就労
定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはできないも
のであるが、対面による支援を行った場合は基本報酬を算定できる要件
を満たすものとする。
なお、就労定着支援員について、資格要件はないが、職場実習のあっ
せん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に
関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
（２）サービス管理責任者（基準第 206 条の３第２項）
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の１の（４）を参照さ
れたい。なお、サービス管理責任者については、就労定着支援計画の作
成及び提供した指定就労定着支援の客観的な評価等の重要な役割を担
う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、サービス
管理責任者と就労定着支援員とは異なる者でなければならない。
また、サービス管理責任者は、指定就労定着支援事業所が生活介護事
業所等と同一の事業所において一体的に運営を行っている場合には、そ
れぞれの利用者の合計数に応じて、必要数を置くこととなる。
（３）準用（基準第 206 条の４）
基準第 51 条については、指定就労定着支援に準用されるものである
ことから、第四の１の（７）の①を参照されたい。
２

設備に関する基準（基準第 206 条の５）

（１）事務室
指定就労定着支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を
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有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事
業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務
室であっても差し支えない。
なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、
指定就労定着支援の事業を行うための区画が明確に特定されていれば
足りるものとする。
（２）受付等のスペースの確保
事務室又は指定就労定着支援の事業を行うための区画については、利
用申込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペース
を確保するものとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りで
きるなど利用しやすい構造とする。
（３）設備及び備品等
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援に必要な設備及び備品
等を確保するものとする。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内に
ある場合であって、指定就労定着支援の事業又は当該他の事業所、施設
等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられ
た備品及び設備等を使用することができるものとする。
なお、事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者
が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支え
ない。
３

運営に関する基準

（１）サービス管理責任者の責務（基準第 206 条の６）
サービス管理責任者は、就労定着支援計画の作成のほか、次の業務を
担うものである。
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利用申込みに際し、当該利用者に係る他の障害福祉サービス等の提
供状況の把握を行うこと

②

利用者の心身の状況、その置かれている環境等を十分に踏まえ、関
係機関等と連携を図り、利用者が地域において自立した日常生活又は
社会生活を継続的して営むことができるように必要な支援を行うこ
と

③

他の従業者に対して、指定就労定着支援の提供に係る技術的な指導
及び助言を行うこと

（２）実施主体（基準第 206 条の７）
指定就労定着支援事業者は、生活介護事業所等に係る指定障害福祉サ
ービス事業者であって、過去３年間において平均１人以上通常の事業
所に新たに障害者を雇用させている場合に、実施主体としての要件を
満たすこととなり、就労定着支援の事業者指定は事業所単位で実施す
ることとなる。
また、生活介護事業所等の事業運営が３年に満たない場合であって
も、生活介護事業所等の利用を経て通常の事業所に雇用された者が３人
以上いる場合には、指定就労定着支援の実施主体としての要件を満たす
こととする。
なお、当該指定は次期更新の際まで有効なものであり、就労定着支援
の指定を受けた後、毎年この要件を満たすことが必要となるものではな
く、指定の更新の際に、当該就労定着支援事業所が指定基準を満たして
いるかどうかを確認することになる。
（３）職場への定着のための支援の実施（基準第 206 条の８）
① 指定就労定着支援の実施にあたっては、利用者の就労の継続を図る
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ため、利用者を雇用する事業主、指定障害福祉サービス事業者や医療
機関等との支援機関と連絡調整及び連携を行うこととしている。指定
就労定着支援事業者は、利用者に関わる他の支援機関を主体的に把握
して適宜情報共有し、就労継続に向けた支援について方向性の摺り合
わせや役割分担を行うなど、地域における支援機関間のネットワーク
を構築して支援を行うことが望ましい。
なお、他の支援機関との利用者の個人情報等の共有等にあたって
は、予め書面にて利用者の同意を得るなどの適切な手続きを経ること
に留意すること。
また、指定就労定着支援の支給決定期間は最大３年間となるが、指
定就労定着支援事業所自らの判断により、支給決定期間終了後も本人
の希望に応じて支援を継続することを妨げるものではない。ただし、
支援を終了する場合においては、本人の希望や状況、事業主の状況等
に応じて支援の継続が必要な場合は障害者就業・生活支援センターや
地方自治体が設置する就労支援機関等（以下「障害者就業・生活支援
センター等」という。）に適切に引き継ぐこと。この場合には、円滑
な引継ぎのため支援終了前から、本人や事業主の状況等に応じて障害
者就業・生活支援センター等の支援機関に利用者の支援に必要な情報
を本人の了解の下で伝達することが必要であり、支援終了後において
も支援機関から障害者の職場定着のための必要な協力が求められた
場合には、協力して支援を行うよう努めなければならない。
② 利用者に対する職場への定着のための支援については、利用者との
対面による支援を月１回以上行うことを要件としており、本人の状況
を把握する中で、職業生活上の課題が生じた場合には、本人に代わっ
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て就労定着支援員が課題を解決するだけではなく、本人自らが課題解
決のスキルを徐々に習得できるようになることを目的に支援するこ
とが必要である。
利用者を雇用する事業主に対しては、月１回以上の訪問による支援
を努力義務としている。利用者の中には、障害を開示せずに就職する
場合があり、就労定着支援員が事業主に接触できない場合もあること
から、努力義務としたところである。しかしながら、就労定着支援に
おいては、利用者を雇用する事業主に対して障害特性について理解を
促し、特性に応じた適切な雇用管理のノウハウを付与するための支援
を実施することも求められるため、障害非開示での就職のような、特
段の合理的な理由がある場合を除いては、月１回以上の事業主の訪問
を可能な限り行うことが求められる。
なお、利用者との対面による支援を月１回以上行わない場合には、
当該利用者に対する当該月の就労定着支援の基本報酬は算定できな
いこととなるので留意すること。
（４）サービス利用中に離職する者への支援（基準第 206 条の９）
指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に利用者
が雇用された通常の事業所を離職する場合には、離職後も他の通常の
事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者や
その他の支援機関等と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者等と
の連絡調整や必要な支援を行わなければならないこと。
（５）運営規程（基準第 206 条の 10）
指定就労定着支援事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指
定就労定着支援の提供を確保するため、基準第 206 条の 10 第１号から
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第８号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定就労定
着支援事業所ごとに義務付けたものであるが、特に次の点に留意するも
のとする。
①

通常の事業の実施地域（第５号）
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとす
ること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込みに係る調整等の
観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを
妨げるものではないものであること。

②

事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の
種類（第６号）
指定就労定着支援事業者は、障害の種類にかかわらず利用者を受け
入れることを基本とするが、サービスの専門性を確保するためやむを
得ないと認められる場合においては、事業の主たる対象とする障害の
種類を特定して事業を実施することも可能であること。

③

虐待の防止のための措置に関する事項(第７号)
虐待の防止のための措置については、「障害者虐待の防止、障害者
の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 23 年法律第 79 号)にお
いて、障害者虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生した場
合の対応について規定しているところであるが、より実効性を担保す
る観点から、指定就労定着支援事業者は、利用者に対する虐待を早期
に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置につい
て、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。
具体的には、
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
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イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ

従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(研修方法や研修計画など)
等を指すものであること。
④

その他運営に関する重要事項（第８号）
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 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の
三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、その旨を規定し、
「地
域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障
障発第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課長通知）の２の（１）で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす
機能を明記すること。

（６）記録の整備（基準第 206 条の 11）
指定就労定着支援事業所においては、従業者、設備、備品及び会計等
に関する諸記録を文書により整備しておく必要があること。なお、指定
就労定着支援の提供に関する諸記録のうち、基準第 206 条の 11 第２項
に規定するものについては、当該指定就労定着支援事業所において、当
該就労定着支援を提供した日から、少なくとも５年以上保存しておかな
ければならないとしたものである。
また、就労定着支援事業者は、利用者の他の支援機関の利用状況を把
握した場合や、他の支援機関と情報共有した場合は、これらの利用状況
や連携状況をケース記録等に整備することが必要である。
（７）準用（基準第 206 条の 12）
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第９条から第 23 条まで、第 29 条、第 33 条から第 41 条まで、第 57
条、第 58 条、第 60 条及び第 66 条の規定は、指定就労定着支援の事業
に準用されることから、第三の３の（１）から（13）まで、（18）、（22）
から（28）まで並びに第四の３の（６）、（７）（（７）の②中「６月
に１回以上」とあるのは、「３月に１回以上」とする。）、（９）及び
（15）並びに第十の３の（１）を参照されたい。
第十四 自立生活援助
１

（新設）

人員に関する基準

（１）地域生活支援員（基準第 206 条の 14 第１項第１号）
基準第 206 条の 14 第１項第１号は、指定自立生活援助事業者が、事
業所ごとに必ず１人以上の地域生活支援員を置くことを定めたもので
ある。
指定自立生活援助事業所における地域生活支援員については、常勤換
算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、地域生
活支援員としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間が確
保されている必要があること。
なお、当該地域生活支援員の配置は、利用者の数が 25 人に対して 1
人を標準とするものであり、利用者の数が 25 人又はその端数を増すご
とに増員することが望ましい。
（２）サービス管理責任者（基準第 206 条の 14 第１項第２号）
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の１の（４）を参照さ
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れたい。なお、サービス管理責任者については、自立生活援助計画の作
成及び提供した指定自立生活援助の客観的な評価等の重要な役割を担
う者であるため、これらの業務の客観性を担保する観点から、地域生活
支援員とは異なる者でなければならない。
（３）他の事業所との兼務について（基準第 206 条の 14 第４項）
指定自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従でなければなら
ない。
ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者を
他の事業所又は施設等の職務に従事させることができるものとする。こ
の場合においては、指定自立生活援助事業所の従業者として勤務する時
間を、兼務を行う他の職務に係る常勤換算に算入することはできないも
のとする。
なお、利用者からの相談等の対応に係る業務を考慮し、指定自立生活
援助事業所の従業者が、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事
業所又は指定障害児相談支援事業所の業務のほか、併設する他の指定障
害福祉サービス事業所若しくは指定障害者支援施設等の管理者又はサ
ービス管理責任者の職務と兼務する場合については、サービス提供に支
障がない場合として認めるものとする。
（４）準用（第 206 条の 15）
基準第 51 条については、指定自立生活援助に準用されるものである
ことから、第四の１の（７）の①を参照されたい。
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設備に関する基準（基準第 206 条の 16）
指定就労定着支援の場合と同趣旨であるため、第十三の２を参照された
い。

３

運営に関する基準

（１）実施主体（基準第 206 条の 17）
指定自立生活援助は、障害者支援施設、共同生活援助を行う住居若し
くは精神科病院等から退院、退所等して自立した生活を営む者又は居宅
において単身等であって自立した日常生活を営む上での各般の問題に
対する支援が見込めない状況にある者に対して、一定の期間の中で自立
した地域生活を継続していけるよう、理解力や生活力を補う観点から必
要な支援を行うものであることから、当該利用者の状況を知悉する者に
よる支援により、適切かつ効果的な指定自立生活援助が行われるよう、
指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、
重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助
の事業を行う者に限る。）、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業
者であることを要件としたものである。
（２）指定自立生活援助の取扱方針（基準第 57 条）
①

指定自立生活援助は、漫然かつ画一的に提供されることがないよ
う、個々の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて
適切に提供されなければならないこととしたものである。

② 提供された指定自立生活援助については、目標達成の度合いや利用
者の満足度等について常に評価を行うとともに、その改善を図らなけ
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ればならないものである。
（３）定期的な訪問による支援（基準第 206 条の 18）
①

指定自立生活援助事業者は、指定自立生活援助の提供に当たり、利
用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等
に応じた適切かつ効果的な支援が行えるよう、利用者の居宅を訪問す
ることにより、当該利用者の状況等の的確な把握に努めなければなら
ないこととしたものである。
また、指定自立生活援助は、一定の期間の中で、利用者が自立した
地域生活を継続していけるよう目標を設定して集中的に支援するも
のであることから、自立生活援助計画に基づき、おおむね週１回以上、
当該利用者の居宅を訪問し、必要な支援を行わなければならないこと
としたものである。

②

指定自立生活援助事業者は、定期的な居宅への訪問により把握した
利用者の状況等をもとに、当該利用者に必要な相談等の支援及び環境
調整を行うべき旨を規定したものである。具体的には、利用者が地域
における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な情報の
提供や助言、相談、同行による支援、指定障害福祉サービス事業者等
や医療機関、地域住民等との連絡調整を行うものとする。
なお、利用者の生活状況を把握し、適切な支援を行うために、定期
的な訪問による支援の内容（訪問した時間帯、利用者の状況、対応の
内容等）を具体的に記録するものとする。

（４）随時の通報による支援等（基準第 206 条の 19）
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基準第 206 条の 19 第１項及び第２項は、利用者からの相談又は要
請があった場合には、速やかに電話による対応又は利用者の居宅への
訪問等により状況把握を行った上で、当該利用者に必要な情報の提供
や助言、相談、当該利用者の家族や当該利用者が利用する指定障害福
祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整を行
うなどの必要な措置を適切に講ずべき旨を規定したものである。
なお、利用者の心身の状況に応じて、適切な対応を行うために、随
時の通報による措置の内容（通報のあった時間、相談又は要請の内容、
対応の状況等）を具体的に記録するものとする。

②

同条第３項は、利用者の状況に応じて、指定自立生活援助事業所が、
携帯電話等により直接利用者又はその家族等と常時の連絡体制を確
保しなければならないこととしたものである。

（５）準用（基準第 206 条の 20）
第９条から第 23 条まで、第 29 条、第 33 条から第 41 条まで、第 57
条、第 58 条、第 60 条、第 66 条、第 206 条の６、第 206 条の 10 及び第
206 条の 11 の規定は、指定自立生活援助の事業について準用されるこ
とから、第三の３の（１）から（13）まで、（18）、（22）から（28）
まで、並びに第四の３の（７）（（７）の②中「６月に１回以上」とあ
るのは、「３月に１回以上」とする。）、（９）、（15）並びに第十三
の３の（１）、（５）、（６）を参照されたい。なお、第 57 条の規定
については、３の（２）を参照されたい。
第十五 共同生活援助

第十三 共同生活援助
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１ 人員に関する基準

１ 人員に関する基準

（１）
（略）

（１）世話人（基準第 208 条第１項第１号）
指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、常勤換算
方法で、当該指定共同生活援助事業所の利用者の数を６で除して得た数
以上とする。
（例）利用者を 12 人とし、当該指定共同生活援助事業所における常
勤の勤務時間を１週間 40 時間とした場合、当該事業所における
指定共同生活援助の提供に従事する勤務時間の延べ数を、１週間
の間に、40 時間×（12÷６）人＝延べ 80 時間以上確保する必要
がある。

（２）
（略）

（２）生活支援員（基準第 208 条第１項第２号）
生活支援員の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活援
助事業所の利用者の障害支援区分ごとに、次のとおり算定して得た数の
合計数以上とする。
①

障害支援区分３に該当する利用者の数を９で除して得た数

②

障害支援区分４に該当する利用者の数を６で除して得た数

③

障害支援区分５に該当する利用者の数を４で除して得た数

④

障害支援区分６に該当する利用者の数を 2.5 で除して得た数

（例）利用者を 12 人（区分６が２人、区分５が４人、区分４が６人）
とし、常勤の勤務時間を１週間 40 時間とした場合、当該事業所に
おける指定共同生活援助の提供に従事する勤務時間の延べ数を、１
週間の間に、
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・ 区分６：40 時間×（２÷2.5）人＝32 時間
・ 区分５：40 時間×（４÷４）人＝40 時間
・ 区分４：40 時間×（６÷６）人＝40 時間
。

延べ合計 112 時間以上確保する必要がある。

（３）世話人及び生活支援員の要件等

（３）世話人及び生活支援員の要件等

① 世話人及び生活支援員は障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者

① 世話人及び生活支援員は障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者

の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない。

の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない。

②

世話人及び生活支援員については、指定共同生活援助事業所ごと

②

世話人及び生活支援員については、指定共同生活援助事業所ごと

に、利用者の生活サイクルに応じて、一日の活動終了時刻から開始時

に、利用者の生活サイクルに応じて、一日の活動終了時刻から開始時

刻までを基本として、夜間及び深夜の時間帯を設定するものとし、当

刻までを基本として、夜間時間帯を設定するものとし、当該夜間時間

該夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における指定共同生活援助の

帯以外の指定共同生活援助の提供に必要な員数を確保するものとす

提供に必要な員数を確保するものとする。

る。

（４）
（略）

（４）サービス管理責任者（基準第 208 条第１項第３号）
指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、常
勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、サ
ービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務
時間が確保されている必要があること。

（５）
（略）

（５）サービス管理責任者と他の職務との兼務について（基準第 208 条第３
項）
指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、当
該指定共同生活援助事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれ
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かの職務と兼務して差し支えない。ただし、当該指定共同生活援助事業
所における入居定員が 20 人以上である場合については、できる限り専
従のサービス管理責任者を確保するよう努めるものとすること。
（６）
（略）

（６）管理者（基準第 209 条）
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の１の（７）の①を参
照されたい。

２

設備に関する基準（基準第 210 条）

（１）
（略）

２

設備に関する基準（基準第 210 条）

（１）立地（基準第 210 条第１項）
指定共同生活援助事業所の立地については、利用者に対して、家庭的
な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を
図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷
地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域
住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて、
都道府県知事が確認することを求めたものである。
この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法（昭和 43 年
法律第 100 号）その他の法令の規定や、土地の所有関係により一律に判
断するのではなく、指定共同生活援助事業所を開設しようとする場所の
現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判
断されるべきものである。なお、この規定は、平成 18 年９月 30 日にお
いて現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要が
あることを示したものではないこと。

（２）
（略）

（２）事業所の単位（基準第 210 条第２項）
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指定共同生活援助事業所については、個々の共同生活住居ごとに指定
を行うのではなく、一定の地域の範囲内に所在する１以上の共同生活住
居（サテライト型住居（当該サテライト型住居を設置しようとする者に
より設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当
該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの（以下「本体
住居」という。）と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で
運営される共同生活住居をいう。以下同じ。）を除く。以下この（２）、
（３）の①及び③から⑤まで並びに（４）において同じ。）を指定共同
生活援助事業所として指定することとし、当該指定共同生活援助事業所
における共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計が４人
以上でなければならないものとする。
なお、この場合の「一定の地域の範囲」とは、いずれの共同生活住居
及びサテライト型住居についても、主たる事務所から概ね 30 分程度で
移動できる範囲に所在する場合であって、サービス管理責任者の業務を
遂行する上で支障がないなど、指定共同生活援助事業所としての一体的
なサービス提供に支障がない範囲をいうものである。
（３）共同生活住居（基準 210 条第３項から第５項まで）

（３）共同生活住居（基準 210 条第３項から第５項まで）

① （略）

① 「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴
室等を共有する１つの建物をいう。
ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を
営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活
住居として捉え、ワンルームタイプなど、これに該当しない住戸につ
いては、建物内の複数の住戸を共同生活住居として定めるものとす
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る。
なお、マンション等の建物内において、複数の共同生活住居を設置
する場合における当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数が、基
準第 210 条第４項及び第５項に規定する共同生活住居の入居定員を
超える場合にあっては、マンション等の建物内の全ての住戸を共同生
活住居とすることは認められないこと。
また、特にワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居とし
て認める場合には、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中
で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境作りなどに配慮された
い。
② （略）

② 共同生活住居の配置、構造及び設備については、例えば、車いすの
利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行う等、利用
者の障害特性に応じて工夫されたものでなければならない。

③

（略）

③

①の規定にかかわらず、都市部など土地の取得が極めて困難な地域
等であって、次のアからエまでのいずれにも該当するものとして、都
道府県知事が特に必要と認めた場合においては、１つの建物の中に複
数の共同生活住居を設置することができるものとする。なお、この場
合の一のユニットの入居定員は６人以下とすることが望ましいこと。

ア （略）

ア

地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一

時的な宿泊の場の提供など地域で暮らしている障害者等を支援す
るための事業又は地域の関係機関と連絡調整を行うコーディネー
ト事業を行うこと。具体的には、指定地域定着支援事業や指定短期
入所事業、若しくは、「地域生活支援事業の実施について」（平成
18 年８月１日障発第 0801002 号）の別紙１「地域生活支援事業実
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施要綱」の別記 11 の（８）イの（イ)のコーディネート事業又はこ
れらに準ずるものを指定共同生活援助事業と併せて実施すること
が考えられる。
イ （略）

イ

アの機能を当該共同生活住居に付加的に集約して整備すること

が障害福祉計画に地域生活支援拠点の整備の一環として位置づけ
られていること
ウ （略）

ウ

１つの建物であっても、入り口（玄関）が別になっているなど建

物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されていること
エ

④

１つの建物に設置する複数の共同生活住居の入居定員の合計数

エ

１つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が 20 人

が 20 人以下（短期入所（空床利用型を除く。
）を行う場合、当該短

以下（短期入所（空床利用型を除く。
）を行う場合、当該短期入所

期入所の利用定員数を含む。
）であること

の利用定員数を含む。）であること

（略）

④

サテライト型住居と一体として運営される本体住居及びサテライ
ト型住居については、サテライト型住居の入居者から適切に通報を受
けることができるよう、それぞれの住居に必要な通信機器を設けるも
のとすること。なお、当該通信機器については、必ずしも当該本体住
居に設置され固定されている必要はなく、携帯電話等であっても差し
支えないこと。

⑤

（略）

⑤

一の共同生活住居の入居定員は、次のとおりとする。

ア 平成 18 年 10 月１日以降新規に設置する場合
２人以上 10 人以下
イ 既存の建物を共同生活住居として利用する場合
２人以上 20 人以下
ウ

都道府県における指定共同生活援助及び外部サービス利用型指

定共同生活援助の量が、都道府県障害福祉計画において定める量に
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満たない地域であって、都道府県知事が特に必要と認めた場合
21 人以上 30 人以下
エ

都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、入居定員が

10 人以上の既存の共同生活住居を改築する場合であって、近隣の
住宅地等に新たに土地を確保できないなど改築後に共同生活住居
を複数に分けて設置することが極めて困難であると都道府県知事
が認めた場合
２人以上 30 人以下（ただし、改築後の共同生活住居の入居定員
は、改築する時点の当該共同生活住居の入居定員と同数を上限とす
る）
（４）（略）

（４）ユニット（基準第 210 条第６項から第８項まで）
「ユニット」とは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を
図ることができる設備により一体的に構成される生活単位をいい、共同
生活住居については、１以上のユニットを設けるものとし、当該ユニッ
トごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る
上で必要な設備を設けなければならないものとするが、利用者に対し
て、適切な指定共同生活援助の提供に支障がない場合は、この限りでは
ない。なお、この場合の留意点は次のとおりである。
① ユニットの入居定員は、２人以上 10 人以下とする。
② ユニットには、居室のほか、居間、食堂等の利用者が相互交流を図
ることができる設備を設けるものとすること。また、これらの設備（居
室を除く。）については、原則として利用者（サテライト型住居を設
置する場合は当該サテライト型住居の利用者を含む。）及び従業員が
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一堂に会するのに十分な広さを確保するものとする。
③ 居室の定員については、１人とすること。
ただし、夫婦で居室を利用する場合等、利用者の希望を踏まえ、一
の居室を２人で利用することは差し支えないが、指定共同生活援助事
業者の都合により一方的に２人部屋とすることは認められないもの
であること。
なお、２人部屋については、特に居室面積の基準は示していないが、
十分な広さを確保しなければならないものとする。
④ 居室の面積は、7.43 平方メートル（和室であれば 4.5 畳）以上と
されているが、生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保す
るなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有するもの
とすること。
⑤ 居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明
確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室
内を区分しただけと認められるものは含まれないこと。ただし、一般
の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等
で仕切られている場合は、この限りではない。
（５）

（５）サテライト型住居（基準第 210 条第９項）
①

サテライト型住居は、本体住居とサテライト型住居の入居者が、日
常的に相互に交流を図ることができるよう、サテライト型住居の入居
者が通常の交通手段を利用して、本体住居とサテライト型住居の間を
概ね 20 分以内で移動することが可能な距離に設置することを基本と
する。
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なお、当該距離要件については、移動に要する時間により一律に判
断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件等を踏
まえつつ、地域の実情に応じて適切に判断すること。
② サテライト型住居は、一の本体住居に２か所の設置を限度とする。
ただし、本体住居の入居定員が４人以下の場合は、１か所の設置を
限度とする。
なお、一定の地域の範囲内に所在する複数の共同生活住居を本体住
居として、１つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置する
ことは認められないこと。
③

サテライト型住居については、当該サテライト型住居ごとに、原則

として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設
備を設けなければならないものとする。なお、この場合の留意点は次
のとおりである。
ア

サテライト型住居の入居定員は、１人とする。

イ

サテライト型住居の居室の面積は、7.43 平方メートル（和室であ

れば 4.5 畳）以上とされているが、生活の場であることを基本に、
収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十
分な広さを有するものとすること。
３

運営に関する基準

（略）

３

運営に関する基準

（１）入退居（基準第 210 条の２）
指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする者（入院治
療を要する者を除く。）に提供するものとし、入居及び退居に際しての
必要な事項を定めたものである。
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（２）入退居の記録の記載（基準第 210 条の３）
指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同
生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項（以
下「受給者証記載事項」という。
）を、利用者の受給者証に記載すると
ともに、遅滞なく市町村に対し報告しなければならないこととしたもの
である。
（３）利用者負担額等の受領（基準第 210 条の４）
① 利用者負担額の受領等
指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の３の（11）の①、
②、④及び⑤を参照されたい。
② その他受領が可能な費用の範囲
基準第 210 条の４第３項は、指定共同生活援助事業者は、前２項の
支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に
要する費用のうち、
ア 食材料費
イ 家賃
ウ 光熱水費
エ 日用品費
オ

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支
給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっ
ているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払
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を受けることは認めないこととしたものである。
なお、オの具体的な範囲については、「障害福祉サービス等におけ
る日常生活に要する費用の取扱いについて」
（平成 18 年 12 月６日障
発第 1206002 号当職通知）によるものとする。
また、入居前の体験的な利用（以下「体験利用」という。）に係る
利用者については、利用日数に合わせて按分する等の方法により適切
な額の支払を受けることとする。
（４）サービス管理責任者の責務（基準第 210 条の６）
指定共同生活援助は主として夜間においてサービスを提供するもの
であるが、指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者は、利
用者が充実した日常生活を営むことができるよう、共同生活援助計画の
作成及び第四の３の（８）の①から③までに掲げる業務のほか、日中活
動サービス等に関する情報提供や日中活動サービス事業所等との連絡
調整など、特に、利用者が円滑に日中活動サービス等を利用するための
支援を行わなければならないこととしたものである。
（５）介護及び家事等（第 211 条）
① 支援の基本方針
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たって、
利用者の状態に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生
活を送ることができるように指定共同生活援助を提供し又は必要な
支援を行うものとする。
また、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の人格に十分
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に配慮しなければならない。
② 家事等の実施の方法
基準第 211 条第２項は、利用者が従業者と調理や洗濯、掃除、買物、
レクリエーション、行事等を共同で行うことにより、良好な人間関係
に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにしなけれ
ばならないこととしたものである。
③ 居宅介護等の利用の制限
同条第３項は、指定共同生活援助は、当該指定共同生活援助事業所
の従業者でない、いわゆる付添者による介護や居宅介護等の他の障害
福祉サービスによる介護を、利用者の負担によって利用させることが
できないこととしたものである。ただし、指定共同生活援助事業者の
負担により、居宅介護等のサービスを利用させることは差し支えな
い。
なお、指定重度障害者等包括支援として提供される指定共同生活援
助については、この限りではない。
④ サテライト型住居の入居者への支援
サテライト型住居の入居者に対しては、共同生活援助計画に基づ
き、定期的な巡回等により、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他の日常生活上の援助を行うものとする。
なお、この場合の「定期的な巡回等」とは、原則として１日複数回
の訪問を行うことを想定しているが、訪問回数及び訪問時間等につい
ては適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利用者との合意
の下に決定されるべきものであり、サテライト型住居の入居者が本体
住居で過ごす時間やその心身の状況等に応じて訪問を行わない日が
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あることを必ずしも妨げるものではないこと。また、訪問時間につい
ては短時間に限らず、必要なケアの内容に応じ柔軟に設定すること。
サテライト型住居を設置する指定共同生活援助事業者は、サテライ
ト型住居の入居者が、当該サテライト型住居を退去し、一般住宅等に
おいて、安心して日常生活を営むことができるかどうか、他の障害福
祉サービス事業者等の関係者を含め、定期的に検討を行うとともに、
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する。ただし、サテライト
型住居に入居してから３年を超える場合であっても、引き続き当該住
居を利用することにより単身生活への移行が具体的に見込まれる場
合等については、市町村審査会における個別の判断により、３年を超
える利用を認めること。また、指定共同生活援助が不要になっても、
当該サテライト型住居の契約を事業者からサテライト型住居の入居
者個人に切り替えることでそのまま住み慣れた住居で生活し続ける
ことができるようにするなど、柔軟な運用や配慮を行うこと。
（６）社会生活上の便宜の供与（基準第 211 条の２）
① 他の障害福祉サービス事業者等との連絡調整等
指定共同生活援助事業者は、利用者が充実した日常生活が営めるよ
う、利用者の就労先や利用する他の日中活動サービス等との連絡調整
や、余暇活動等の社会生活上の支援に努めなければならないこととし
たものである。
② 手続等の代行
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指定共同生活援助事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者
が必要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難
な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなけ
ればならないこととするものである。特に金銭に係るものについては
書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度、
本人に確認を得るものとする。
③ 家族との連携
指定共同生活援助事業者は、利用者の家族に対し、利用者とその家
族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないことと
するものである。
（７）運営規程（基準第 211 条の３）
指定共同生活援助事業所の適正な運営及び利用者に対する適切な指
定共同生活援助の提供を確保するため、基準第 211 条の３第１号から第
10 号までに掲げる事項を内容とする運営規程を定めることとしたもの
である。
① 事業の目的及び運営の方針（第１号）
利用者の適切な事業所の選択に資するため、指定共同生活援
助事業所であることを明記しておくこと。
② 入居定員（第３号）
入居定員とは、ユニットごとの入居定員、共同生活住居ごとの入居
定員（サテライト型住居を設置している場合は当該サテライト型住居
の入居定員を別掲する。）及び指定共同生活援助事業所が有する共同
生活住居の入居定員の合計数をいうものであり、それぞれ運営規程に
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定めなければならないものであること。
なお、入居定員には体験利用に係る利用者も含むものであるので、
今まで使用してない居室等を活用して体験利用を行う場合は、新たに
届け出ること。
③ 指定共同生活援助の内容（第４号）
指定共同生活援助の内容とは、利用者に対する相談援助、入浴、
排せつ及び食事の介護、健康管理、金銭の管理に係る支援、余暇活動
の支援、緊急時の対応、就労先又は他の障害福祉サービス事業者等と
の連絡調整等の日常生活を営む上で必要な支援をいうものであり、体
験利用を提供する際には、その旨明記しておくこと。
④

その他運営に関する重要事項（第 10 号）

（新設）

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 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の
三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、その旨を規定し、
「地
域生活支援拠点等の整備促進について」（平成 29 年 7 月 7 日付け障
障発第 0707 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課長通知）の２の（１）で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす
機能を明記すること。
（８）勤務体制の確保等（基準第 212 条）
① 従業者の勤務体制
利用者に対する適切な指定共同生活援助の提供を確保するため、従
業者の勤務体制等について規定したものであるが、世話人、生活支援
員及びサービス管理責任者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管
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理者等との兼務関係等を事業所ごとに明確にすること。
また、基準第 212 条第２項は、指定共同生活援助の利用者の安定し
た日常生活を確保する観点から、共同生活住居ごとに担当の世話人を
定めるなど、支援の継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮
すべきこととしたものである。
② 生活支援員の業務の外部委託
同条第３項は、指定共同生活援助事業者は原則として、指定共同生
活援助事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定共同生活援助
を提供しなければならないが、当該指定共同生活援助事業者が業務の
管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、指定共同生活援
助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を他の事業者（以下「受託
者」という。）に委託することができることを定めたものである。こ
の場合において、受託者が、受託した業務の全部又は一部を再委託す
ることは認められない。なお、警備等の指定共同生活援助に含まれな
い業務については、同条の規定は適用されない。
同条第４項の規定は、当該委託を行う指定共同生活援助事業者（以
下「委託者」という。）は、当該受託者に対する当該業務の管理及び
指揮命令の確実な実施を確保するため、その業務の実施状況を定期的
に確認、記録しなければならないことを定めたものである。指定共同
生活援助事業者は、同条の規定による業務の実施状況の確認、記録を
行うため、当該委託に係る契約を締結するに当たって、次に掲げる事
項を文書により取り決めておくとともに、イ（Ⅰ）及び（Ⅲ）の確認
の結果を記録しなければならない。
ア 委託に係る業務（以下②において「委託業務」という。）の範囲
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イ 委託業務の実施に当たり遵守すべき条件
（Ⅰ）受託者の従業者により、当該委託業務が基準第十四章第四節の
運営に関する基準に従って、適切に行われていることを委託者が
定期的に確認する旨
（Ⅱ）委託者が当該委託業務に関し、受託者に対し、指示を行い得る
旨。なお、当該指示については、文書により行わなければならな
いこと。
（Ⅲ）委託者が当該委託業務に関し、改善の必要を認め、所要の措置
を講じるよう（Ⅱ）の指示を行った場合において、当該措置が講
じられたことを委託者が確認する旨
（Ⅳ）受託者が実施した当該委託業務により、入居者に賠償すべき事
故が発生した場合における責任の所在
（Ⅴ）その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項
③ 研修への参加
同条第５項は、当該指定共同生活援助事業所の従業者の質の向上を
図るため、研修への参加の機会を計画的に確保することを規定したも
のである。
（９）支援体制の確保（基準第 212 条の２）
指定共同生活援助事業所は、サービスの提供体制の確保、夜間におけ
る緊急時の対応等のため、地方公共団体や社会福祉法人等であって、障
害福祉サービス等を経営する者や他の関係施設の機能を活用すること
等により、支援体制が確立できると見込まれる者との間の連携及び支援
の体制を整えなければならない旨を規定したものである。
189

改

正 後

現

行

（10）定員の遵守（基準第 212 条の３）
運営規程において定められた居室、ユニット及び共同生活住居の入居
定員を超えて、利用者を入居させてはならないこととしたものである。
（11）協力医療機関等（基準第 212 条の４）
基準第 212 条の４第１項及び第２項の協力医療機関及び協力歯科医
療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。
（12）準用（基準第 213 条）
基準第９条、第 11 条、第 12 条、第 14 条から第 17 条まで、第 20 条、
第 23 条、第 28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 53 条の２、第 58 条、
第 60 条、第 66 条、第 70 条、第 73 条から第 75 条まで、第 88 条、第
90 条、第 92 条及び第 170 条の２の規定は、指定共同生活援助の事業に
ついて準用されるものであることから、第三の３の（１）、（３）（②を
除く。）、（４）、（６）、（７）、（10）、（13）、（17）及び（24）から（28）
まで並びに第四の３の（２）、
（７）、
（９）、
（15）、
（19）及び（21）から
（23）まで並びに第五の３の（７）及び（９）並びに第九の３の（３）
を参照されたい。
なお、指定共同生活援助の事業について準用される基準第 74 条につ
いては、指定共同生活援助事業所が地域に開かれたものとして運営され
るよう、地域の住民やボランティア団体等の連携及び協力を行う等の地
域との交流に努めなければならないこととしたものであるが、さらにサ
ービスの質の確保や夜間における防火安全体制の構築の必要性にかん
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がみ、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定共同生活援助事
業所が所在する市町村の職員又は法第 89 条の３に規定する協議会の委
員、共同生活援助について知見を有する者等により構成される協議会を
設置し、構成員から必要な要望、助言等を聴く機会を設けることが望ま
しい。
４

日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設

（新設）

備及び運営に関する基準
（１）人員に関する基準
①

世話人及び生活支援員（基準第213条の４第１項第１号及び第２号）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、１の（２）及び（３）
を参照されたい。
なお、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所における世話人
の員数については、常勤換算方法で、当該日中サービス支援型指定共
同生活援助事業所の利用者の数を５で除して得た数以上とする。

②

サービス管理責任者（基準第213条の４第１項第３号）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、１の（４）及び（５）
を参照されたい。

③ 夜間支援従事者（基準第213条の４第２項）
日中サービス支援型指定共同生活援助は、夜間及び深夜の時間帯に
おいても、利用者の状態に応じた介護等の支援を行う体制を確保する
ため、当該夜間及び深夜の時間帯を通じて、共同生活住居ごとに夜勤
を行う夜間支援従事者を1人以上配置するものとする。
なお、既存の建物を共同生活住居とする場合であって、当該共同生
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活住居の入居定員を11人以上とする場合は、原則ユニットごとに夜間
支援従事者を１人以上配置する必要があること。
④

準用（基準第213条の５）
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の１の（７）の①を
参照されたい。

（２）設備に関する基準
① 事業所の立地及び単位（基準第213条の６第１項）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、２の（１）を参照さ
れたい。
なお、日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者に対し、共
同生活住居において昼夜を通じた介護等の支援を行うものであるこ
とから、例えば、同一敷地内に複数の共同生活住居を設置するなど、
一定の地域に共同生活住居を集約して立地することによって、２の
（１）に掲げる事項に支障が生ずることのないよう、留意すること。
② 事業所の単位（基準第 213 条の６第２項）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、２の（２）（サテラ
イト型住居に係る要件を除く。）を参照されたい。
③

共同生活住居（基準第213条の６第３項から第６項まで）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、２の（３）の①、②、
⑤を参照されたい。
なお、①の規定にかかわらず、１つの建物であっても、入り口（玄
関）が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が
確保されており、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で
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家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境づくりに配慮されたもの
である場合には、１つの建物に複数の共同生活住居を設置することが
できるものとする。この場合において、1 つの建物に設置する複数の
共同生活住居の入居定員の合計は 20 人以下とする。
④ ユニット（基準第213条の６第７項から第９項まで）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、２の(４) （サテラ
イト型住居に係る要件を除く。）を参照されたい。
なお、居間、食堂等の利用者が相互交流を図ることができる設備に
ついては、利用者の状況や昼夜を通じた介護等の支援を行うことを考
慮した上で、十分な広さを確保するものとする。
また、１つの建物に複数の共同生活住居を設置する場合において
も、共同生活住居ごとに、利用者が日常生活を営む上で必要とされる
設備を設けることとするが、従業者のみ使用する設備については、共
有して差し支えないものとする。
（３）運営に関する基準
① 指定短期入所の併設（基準第213条の７）
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援
型指定共同生活援助事業所の入居定員のほか、地域で生活する障害者
の緊急一時的な支援等に応じるため、指定短期入所（空床型を除く。
以下この①において同じ。）を行うこととしたものである。
なお、指定短期入所を行うに当たっては、原則として当該日中サー
ビス支援型指定共同生活援助事業所と併設又は同一敷地内において
行うものとし、併設の場合にあっては、指定短期入所の従業者が、当
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該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の夜間支援従事者を
兼ねても差し支えないものとする。
また、指定短期入所の利用定員は、日中サービス支援型指定共同生
活援助事業所の入居定員の合計が 20 人又はその端数を増すごとに１
人以上５人以下とすること。
② 介護及び家事等（基準第213条の８）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、３の(５)（④を除
く。）を参照されたい。
なお、日中サービス支援型指定共同生活援助は、常時介護を要する
者に対して、常時の支援体制を確保した上で、利用者の状況に応じた
介護等の支援を行うものであることから、共同生活住居ごとに、１日
を通じて１人以上の世話人又は生活支援員を配置しなければならな
いものである。
また、既存の建物を共同生活住居とする場合であって、当該共同生
活住居の入居定員を11人以上とする場合は、夜間及び深夜の時間帯以
外の時間帯においても、原則ユニットごとに世話人又は生活支援員を
１人以上の配置する必要があること。
③ 社会生活上の便宜の供与等（基準第213条の９）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、３の(６)を参照され
たい。
なお、日中活動サービス等を利用することができず、日中を共同生
活住居で過ごす利用者の支援に当たっては、当該利用者の意向を踏ま
えた日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、日常の介護はも
とより、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよう外出
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や余暇活動等の社会生活上の支援に努めなければならないこととし
たものである。
また、利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限され
ることなく、個々の利用者に対して適切な障害福祉サービス等の利用
が図られるよう、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービ
スの事業を行う者と緊密な連携を図ることとするものである。
④

協議の場の設置等（基準第 213 条の 10）
日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、日中サービ
ス支援型指定共同生活援助事業所を地域に開かれたサービスとする
ことにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第 89 条の
３第１項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ず
るものとして特に認めるもの（都道府県又は市町村職員、障害福祉サ
ービス事業所、医療関係者、相談支援事業所等が参加して障害者の地
域生活等の検討を行う会議）
（以下「協議会等」という。）に対し、定
期的に（少なくとも年に１回以上とする。）日中サービス支援型指定
共同生活援助の実施状況等を報告し、当該実施状況等について当該協
議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、
助言等を聴く機会を設けなければならないこととしたものである。
なお、都道府県知事が必要と認める場合には、事業指定の申請にあ
たり、施行規則第34条の19第１項第18号に規定する事項として、日中
サービス支援型指定共同生活援助を行おうとする者は、協議会等に対
し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、
その内容を都道府県知事に提出するものとする。
また、当該協議会等における報告等の記録は、基準第 213 条の 11
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において準用する基準第 75 条第２項の規定に基づき、５年間保存す
るとともに、個人情報の保護に留意しつつ、当該記録や事業の運営状
況を積極的に公表するものとする。
⑤ 準用（基準第 213 条の 11）
基準第９条、第 11 条、第 12 条、第 14 条から第 17 条まで、第 20
条、第 23 条、第 28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 53 条の２、第
58 条、第 60 条、第 66 条、第 70 条、第 73 条から第 75 条まで、第 88
条、第 90 条、第 92 条、第 170 条の２、第 210 条の２から第 210 条の
６まで及び第 211 条の３から第 212 条の４までの規定は、日中サービ
ス支援型指定共同生活援助の事業について準用されるものであるこ
とから、第三の３の（１）、（３）（②を除く。）、（４）、（６）、（７）、
（10）
、
（13）
、
（17）及び（24）から（28）まで並びに第四の３の（２）、
（７）
、
（９）
、
（15）
、
（19）及び（21）から（23）まで並びに第五の３
の（７）及び（９）並びに第九の３の（３）並びに３の（１）から（４）
まで及び（７）から（11）までを参照されたい。
なお、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用さ
れる基準第 74 条については、指定共同生活援助の場合と同趣旨であ
るため、３の（12）を参照されたい。
５

外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設

４

備及び運営に関する基準
（１）人員に関する基準
①

外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設
備及び運営に関する基準

（１）人員に関する基準

世話人（基準第 213 条の 14 第１項第１号）

①

（略）

世話人（基準第 213 条の４第 1 号）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、１の（１）及び（３）
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を参照されたい。ただし、平成 26 年４月１日に現に存する指定共同
生活援助事業所における世話人の員数については、当分の間、常勤換
算方法で、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者
の数を 10 で除して得た数以上とする。
②

サービス管理責任者（基準第 213 条の 14 第１項第２号）

②

（略）

サービス管理責任者（基準第 213 条の４第２号）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、１の（４）及び（５）
を参照されたい。

③

準用（基準第 213 条の 15）

③

（略）

準用（基準第 213 条の５）
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の１の（７）の①を
参照されたい。

（２）設備に関する基準（基準第 213 条の 16）

（２）設備に関する基準（基準第 213 条の６）

（略）

基準第 210 条については、外部サービス利用型指定共同生活援助につ
いて準用されるものであることから、２を参照されたい。

（３）運営に関する基準
①

（３）運営に関する基準

内容及び手続きの説明及び同意（基準第 213 条の 17）

①

（略）

内容及び手続きの説明及び同意（基準第 213 条の７）
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し適切
な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するため、その提供の
開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該外部サービス利用
型指定共同生活援助事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、外
部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス
事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居
宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所
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の名称、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービ
スを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に
応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書
を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から外部サービス利用
型指定共同生活援助の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同
意を得なければならないこととしたものである。
なお、利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所双方
の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
また、利用者との間で当該外部サービス利用型指定共同生活援助の
提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切
な配慮をもって、社会福祉法第 77 条第１項の規定に基づき、
ア 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
イ

当該事業の経営者が提供する外部サービス利用型指定共同生活

援助の内容
ウ

当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供につき利用者
が支払うべき額に関する事項

エ 外部サービス利用型指定共同生活援助の提供開始年月日
オ

外部サービス利用型指定共同生活援助に係る苦情を受け付ける

ための窓口を記載した書面を交付すること。
なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法により提供することができる。
②

受託居宅介護サービスの提供（基準第 213 条の 18）

②

ア 適切かつ円滑な受託居宅介護サービス提供のための必要な措置

受託居宅介護サービスの提供（基準第 213 条の８）
ア 適切かつ円滑な受託居宅介護サービス提供のための必要な措置
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基準第 213 条の 18 第１項は、利用者に対し、受託居宅介護サー

基準第 213 条の８第１項は、利用者に対し、受託居宅介護サービ

ビス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供す

ス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供する

るため、必要な措置を講じなければならないこととしたものであ

ため、必要な措置を講じなければならないこととしたものである。

る。

「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利用型指定共同生活

「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者による会議

援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者による会議

を開催し、利用者への受託居宅介護サービスの提供等に関する情報

を開催し、利用者への受託居宅介護サービスの提供等に関する情報

伝達、外部サービス利用型共同生活援助計画と居宅介護計画が整合

伝達、外部サービス利用型共同生活援助計画と居宅介護計画が整合

を図りつつ作成されるよう、協議等を行うことである。

を図りつつ作成されるよう、協議等を行うことである。
イ 受託居宅介護サービス提供に係る文書による報告

③

イ

受託居宅介護サービス提供に係る文書による報告

基準第 213 条の 18 第２項は、外部サービス利用型指定共同生活

基準第 213 条の８第２項は、外部サービス利用型指定共同生活援助

援助事業者が受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サ

事業者が受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービス

ービス提供の実施状況を把握するため、受託居宅介護サービス提供

提供の実施状況を把握するため、受託居宅介護サービス提供の日時、

の日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させる

時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させることとした

こととしたものである。

ものである。

運営規程（基準第 213 条の 19）

③

（略）

運営規程（基準第 213 条の９）
指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、３の（７）を参照さ
れたい。なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、指定
共同生活援助事業者が運営規程に定める事項に加えて、受託居宅介護
サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地
に関する事項を運営規程に定めることが必要である（第５号）。

④

受託居宅介護サービス事業者への委託（基準第 213 条の 20）

④

基準第 213 条の 20 は、利用者に対する適切な外部サービス利用型
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指定共同生活援助の提供を確保するため、外部サービス利用型指定共

指定共同生活援助の提供を確保するため、外部サービス利用型指定共

同生活援助事業者が、受託居宅介護サービス事業者に受託居宅介護サ

同生活援助事業者が、受託居宅介護サービス事業者に受託居宅介護サ

ービスの提供に係る業務を委託する方法等を規定したものであるが、

ービスの提供に係る業務を委託する方法等を規定したものであるが、

このほか次の点に留意するものとする。

このほか次の点に留意するものとする。

ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅サービ

ア

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅サービ

ス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実

ス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実

施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書に

施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書に

より取り決めなければならない。この場合において、外部サービス

より取り決めなければならない。この場合において、外部サービス

利用型指定共同生活援助事業者は受託居宅介護サービス事業者に

利用型指定共同生活援助事業者は受託居宅介護サービス事業者に

委託した業務を再委託させてはならない。

委託した業務を再委託させてはならない。

a

（略）

a

当該委託の範囲

b

（略）

b

当該委託に係る業務（以下④において「委託業務」という。）の

実施に当たり遵守すべき条件
c

受託居宅介護サービス事業者の従業者により当該委託業務が基

c

受託居宅介護サービス事業者の従業者により当該委託業務が基

準第十六章第五節第四款の運営に関する基準に従って適切に行わ

準第十四章第五節第四款の運営に関する基準に従って適切に行わ

れていることを外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が定

れていることを外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が定

期的に確認する旨

期的に確認する旨

d

（略）

d

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が当該委託業務に

関し受託居宅介護サービス事業者に対し指示を行い得る旨
e

（略）

e

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が当該委託業務に

関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう d の指示を行っ
た場合において、当該措置が講じられたことを外部サービス利用
型指定共同生活援助事業者が確認する旨
f

（略）

f
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居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在
g

（略）

g

イ （略）

イ

その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者はアの c 及び e の確

認の結果の記録を作成しなければならないこと。
ウ （略）

ウ

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が行うアの d の指示

は、文書により行わなければならないこと。
エ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、基準第 213 条の

エ

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、基準第 213 条の

22 において準用する基準第 75 条第２項の規定に基づき、アの c 及

12 において準用する基準第 75 条第２項の規定に基づき、アの c 及

び e の確認の結果の記録を５年間保存しなければならないこと。

び e の確認の結果の記録を５年間保存しなければならないこと。

オ （略）

オ

１の受託居宅介護サービスを提供する受託居宅介護サービス事

業者は、複数の事業者とすることも可能であること。なお、この場
合、居宅介護サービス事業者ごとにその役割分担を明確にしておく
こと。
カ （略）

カ

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当

たっては、居宅介護サービス事業者と予め契約し、法第 36 条第 1
項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律施行規則（平成 18 年厚生労働省令第 19 号）第 34 条の 19 第１
項の規定に基づき、当該受託居宅介護サービス事業者及び当該受託
居宅介護サービス事業所の名称及び所在地を記載した書類を都道
府県知事に提出しなければならないこと。
ただし、平成 26 年４月１日に現に存する指定共同生活援助事業
所であって、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健
福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施
行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成 25 年厚生労働省令
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第 124 号。）附則第３条第２項の規定により、外部サービス利用型
指定共同生活援助事業所とみなされたものについては、同令附則第
５条に基づき、平成 26 年４月１日以降最初の指定の更新までの間
は、
「事業」とあるのは、
「受託居宅介護サービスの提供」と読み替
えるものとする。
キ 基準第 213 条の 20 第５項は、外部サービス利用型指定共同生活

⑤

キ

援助事業者が、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要

援助事業者が、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要

な指揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命令には、基準

な指揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命令には、基準

第 213 条の 22 により準用される第 28 条の緊急時の対応、第 36 条

第 213 条の 12 により準用される第 28 条の緊急時の対応、第 36 条

の秘密保持等、第 40 条の事故発生時の対応及び第 73 条の身体拘束

の秘密保持等、第 40 条の事故発生時の対応及び第 73 条の身体拘束

等の禁止の規定において求められている内容が、当該外部サービス

等の禁止の規定において求められている内容が、当該外部サービス

利用型指定共同生活援助の提供に当たる受託居宅介護サービス事

利用型指定共同生活援助の提供に当たる受託居宅介護サービス事

業者の従業者によっても遵守されることを確保する旨が含まれて

業者の従業者によっても遵守されることを確保する旨が含まれて

いること。

いること。

勤務体制の確保等（基準第 213 条の 21）

⑤

勤務体制の確保等（基準第 213 条の 11）

指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、３の（８）の①及び

指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、３の（８）の①及び

③を参照されたい。
⑥

基準第 213 条の 10 第５項は、外部サービス利用型指定共同生活

③を参照されたい。

準用（基準第 213 条の 22）

⑥

（略）

準用（基準第 213 条の 12）
基準第 11 条、第 12 条、第 14 条から第 17 条まで、第 20 条、第 23
条、第 28 条、第 36 条から第 41 条まで、第 53 条の２、第 58 条、第
60 条、第 66 条、第 70 条、第 73 条から第 75 条まで、第 88 条、第 90
条、第 92 条、第 170 条の２、第 210 条の２から第 210 条の６まで、
第 211 条、第 211 条の２及び第 212 条の２から第 212 条の４までの規
定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用され
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るものであることから、第三の３の（３）
（②を除く。）、
（４）、
（６）、
（７）、
（10）、
（13）、
（17）及び（24）から（28）まで並びに第四の３
の（２）、
（７）、
（９）、
（15）、
（19）及び（21）から（23）まで並びに
第五の３の（７）及び（９）並びに第九の３の（３）並びに第十三の
３の（１）から（６）まで及び（９）から（11）までを参照されたい。
なお、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用さ
れる基準第 74 条については、指定共同生活援助の場合と同趣旨であ
るため、第十三の３の（12）を参照されたい。
第十六 多機能型に関する特例

第十四 多機能型に関する特例

（略）

１

従業員の員数等に関する特例

（１）常勤の従業者の員数の特例（基準第 215 条第１項）
利用定員の合計数が 20 人未満である多機能型事業所において、当該
多機能型事業所に置くべき常勤の従業者の員数は、各指定障害福祉サー
ビス事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず、１人以上
とすること。
（２）サービス管理責任者の員数の特例（基準第 215 条第２項）
多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべきサービス管
理責任者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数
にかかわらず、
① 当該多機能型事業所の利用者の数が 60 人以下の場合は、１人以上
② 当該多機能型事業所の利用者の数が 61 人以上の場合は、１人に 60
人を超えて 40 人を増すごとに１人を加えた数以上
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とすること。
（３）その他の留意事項
多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置とされる
従業者（管理者及びサービス管理責任者を除く。）間での兼務は認めら
れないものであり、当該各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の
員数が確保される必要があること。
なお、各指定障害福祉サービス事業所の利用定員の合計数が 19 人以
下の多機能型事業所にあっては、サービス管理責任者とその他の従業者
との兼務が可能であること。
２

設備の特例（基準第 216 条）
多機能型による各指定障害福祉サービス事業所の設備については、当該
各指定障害福祉サービスごとに必要とされる相談室、洗面所、便所及び多
目的室等を兼用することができる。しかしながら、多機能型事業所全体の
利用定員と比して明らかに利便性を損なう面積規模である場合など、サー
ビス提供に支障があると認められる場合については、この限りではないこ
と。

第十七 附則

第十五 附則

１

１

地域移行支援型ホームの特例（基準附則第７条）

地域移行支援型ホームの特例（基準附則第７条）

指定共同生活援助事業所及び外部サービス利用型指定共同生活援助事

指定共同生活援助事業所及び外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所の立地については、基準第 210 条第１項（基準第 213 条の 16 におい

業所の立地については、基準第 210 条第１項（基準第 213 条の６において

て準用する場合を含む。以下同じ。
）の規定により、入所施設や病院の敷

準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により、入所施設や病院の敷地
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地外に立地されるべきこととしている（第十五の２の（１）参照）が、精

外に立地されるべきこととしている（第十三の２の（１）参照）が、精神

神科病院（精神科病院以外の病院で精神病床（医療法（昭和 23 年法律第

科病院（精神科病院以外の病院で精神病床（医療法（昭和 23 年法律第 205

205 号）第７条第２項第１号に掲げる精神病床をいう。）が設けられてい

号）第７条第２項第１号に掲げる精神病床をいう。）が設けられているも

るものを含む。以下「病院」という。
）に長期間入院していた精神障害者

のを含む。以下「病院」という。）に長期間入院していた精神障害者が退

が退院後すぐに地域での生活が困難な状況にある場合に、一定期間病院の

院後すぐに地域での生活が困難な状況にある場合に、一定期間病院の近く

近くで障害福祉サービスの利用等をしながら生活を送ることによって円

で障害福祉サービスの利用等をしながら生活を送ることによって円滑に

滑に地域生活への移行が図られるよう、通過型の居住の場として、平成

地域生活への移行が図られるよう、通過型の居住の場として、平成 37 年

37 年３月 31 日までの間、病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とす

３月 31 日までの間、病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする場

る場合であって、次の要件を満たす場合に限り、地域移行支援型ホームと

合であって、次の要件を満たす場合に限り、地域移行支援型ホームとして、

して、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う

指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行うこと

ことができるものとする。

ができるものとする。

なお、地域移行支援型ホームは、病院に長期間入院している精神障害者

なお、地域移行支援型ホームは、病院に長期間入院している精神障害者

の地域移行を支援するための選択肢の１つとして試行的に実施するもの

の地域移行を支援するための選択肢の１つとして試行的に実施するもの

であることから、新規の指定や運営期間については時限的なものとする。

であることから、新規の指定や運営期間については時限的なものとする。

よって、新規の指定については平成 27 年４月１日から平成 31 年３月 31

よって、新規の指定については平成 27 年４月１日から平成 31 年３月 31

日まで、指定後の運営期間については当該指定を受けてから６年間とす

日まで、指定後の運営期間については当該指定を受けてから６年間とす

る。なお、これらの期間を含む地域移行支援型ホームの将来の在り方につ

る。なお、これらの期間を含む地域移行支援型ホームの将来の在り方につ

いては、平成 30 年度にそれまでの地域移行支援型ホームの活動状況等を

いては、平成 30 年度にそれまでの地域移行支援型ホームの活動状況等を

踏まえて検討する。

踏まえて検討する。

また、平成 27 年４月１日において現に存する従前の地域移行型ホーム

また、平成 27 年４月１日において現に存する従前の地域移行型ホーム

については、基本的に従前の例により運営することができるが、加えて、

については、基本的に従前の例により運営することができるが、加えて、

３（１）について特に留意すること。

３（１）について特に留意すること。

（１）
（略）

（１）地域移行支援型ホームは、指定共同生活援助又は外部サービス利用型
指定共同生活援助を行う事業所のうち基準第 210 条第１項の規定の特
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例措置であるため、異なる定めがある場合を除き、指定共同生活援助又
は外部サービス利用型指定共同生活援助に係るその他の要件を満たさ
なければならない。
（２）
（略）

（２）指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の量が、
都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であって、都道
府県知事が特に必要と認めた場合であること。

（３）
（略）

（３）病院の精神病床数の減少を伴うものであって、病院の定員１以上の削
減に対し、地域移行支援型ホームの定員を１とする（つまり、病院の定
員の削減数の範囲内で、地域移行支援型ホームの定員を設定することと
なる。）
。

（４）１以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定

（４）１以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定

員の合計数は、第 210 条第２項（基準第 213 条の 16 において準用する

員の合計数は、第 210 条第２項（基準第 213 条の６において準用する場

場合を含む。
）の規定にかかわらず、４人以上 30 人以下であること。

合を含む。
）の規定にかかわらず、４人以上 30 人以下であること。

１の２ （略）
１の２ 地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等（基準附則第
７条の２）
地域移行支援型ホームを行う事業者が設置する共同生活住居は、医療の
提供を行う病院とは異なり日常生活を送るための生活の場であり、利用者
のプライバシーを確保する観点からも、共同生活住居の構造及び設備は、
利用者の生活の独立性が確保されなければならない。
このため、共同生活住居の入口は、病院を利用する患者や病院関係者が
利用する病院の入口と異なるものとするとともに、病院を利用する患者等
が共同生活住居に立ち入らないよう、建物を別にしたり廊下に壁や施錠さ
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れたドアを設ける等共同生活住居と病院を直接行き来できないような構
造としなければならず、共同生活住居の設備は病院で使用する設備と共用
することはできない。
また、地域移行支援型ホームの従業者は、専ら当該地域移行支援型ホー
ムの職務に従事する者でなければならず、サービス提供時間帯以外の時間
帯も含め、当該地域移行支援型ホームを設置する病院の従業者と兼務して
はならない。
２

（略）
２

地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間（基準附
則第８条）
地域移行支援型ホームは、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、地域移行支援型ホーム事業者は、
利用者に対し、２年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。
しかしながら、個々のケースによっては、当該２年間が経過した時点に
おいて、利用者の状況や退去後の居住の場の確保が困難な場合など、一律
に退居を求めることは適当でない場合も想定されることから、例外的に、
市町村審査会における個別の判断により、地域移行支援型ホームにおける
指定共同生活援助等の提供期間の延長が認められるものとする。

３

（略）
３

地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針（基準附
則第９条）

（１）基準第３条に規定されているように、地域移行支援型ホーム事業者を
含む指定障害福祉サービス事業者は、利用者及び障害児の保護者の意思
207

改

正 後

現

行

及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立っ
た指定障害福祉サービスの提供に努めなければならないこととされて
いる。
このため、地域移行支援型ホームを行う事業者は、障害者権利条約の
理念を踏まえつつ、利用者の意向を尊重して支援を行わなければならな
い。よって、地域移行支援型ホームの利用は利用する者の意思に基づき
選択されなければならず、病院や地域移行支援型ホームを行う事業者が
その利用を過度に推奨したり強制してはならない。また、利用者の地域
移行支援型ホームにおける日常生活上の行為について、利用者が自由に
行動できるよう配慮しなければならない。例えば、利用者が外出する際
に当該事業者の許可を条件とすることや外部からの来客との面会を禁
止すること、利用者の意思に反して日中活動の場を指定すること、利用
者の日常生活上の行為について正当な理由なく報告を課すことなどは
してはならない。ただし、防犯上の理由などやむを得ない事情がある場
合や共同生活を送る上で通常必要と考えられる必要最低限の範囲で一
般的な決まりを設けることは可能であるが、利用者に対し不当な制限を
課していると疑われる行為は厳に慎まなければならない。
（２）地域移行支援型ホームを行う事業者は、利用者が、当該地域移行支援
型ホームを退居し、一般住宅又は指定共同生活援助事業所若しくは外部
サービス利用型指定共同生活援助事業所において、安心して日常生活を
営むことができるかどうか、指定特定相談支援事業者や他の障害福祉サ
ービス事業者等の関係者を含め、定期的に検討を行うとともに、当該地
域移行支援型ホームに入居してから原則として２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等を積極的に利用させる等関
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係者との十分な連携を図りつつ、入居中においても地域移行に向けて計
画的に必要な支援を行うものとする。
４

地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等（基準附則第

10 条）

４

地域移行支援型ホームにおけるサービス管理責任者は、基準第 213 条又

地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等（基準附則第

10 条）

は第 213 条の 22 において準用する基準第 58 条に規定される業務のほか、

地域移行支援型ホームにおけるサービス管理責任者は、基準第 213 条又

利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者が

は第 213 条の 12 において準用する基準第 58 条に規定される業務のほか、

当該地域移行支援型ホームに入居してから２年の間に、一般住宅等へ移行

利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者が

できるよう、適切な共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援

当該地域移行支援型ホームに入居してから２年の間に、一般住宅等へ移行

助計画を作成する必要がある。

できるよう、適切な共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援

また、地域生活への移行を段階的に進める観点から、共同生活援助計画

助計画を作成する必要がある。

又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、病院の敷地

また、地域生活への移行を段階的に進める観点から、共同生活援助計画

外の障害福祉サービス等を積極的に利用できるよう、支援しなければなら

又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、病院の敷地

ない。この場合、敷地外の障害福祉サービス等を毎日利用しなければなら

外の障害福祉サービス等を積極的に利用できるよう、支援しなければなら

ないということではないが、段階的に敷地外の障害福祉サービス等を増や

ない。この場合、敷地外の障害福祉サービス等を毎日利用しなければなら

していくなど、利用者の状況や地域移行へ向けたプロセス等を勘案しなが

ないということではないが、段階的に敷地外の障害福祉サービス等を増や

ら、適切な支援を行う必要がある。

していくなど、利用者の状況や地域移行へ向けたプロセス等を勘案しなが
ら、適切な支援を行う必要がある。

５

地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置（基準附則第 11 条）
基準附則第 11 条に規定する地域移行推進協議会は、地域移行支援型ホ

５

地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置（基準附則第 11 条）

ームを行う事業者が、利用者及びその家族、市町村職員又は当該地域移行

基準附則第 11 条に規定する地域移行推進協議会は、地域移行支援型ホ

支援型ホームを行う事業者以外の障害福祉サービス関係者等に対し、定期

ームを行う事業者が、利用者及びその家族、市町村職員又は当該地域移行

的に（四半期に１回程度を目安とする）活動状況を報告し、当該地域移行

支援型ホームを行う事業者以外の障害福祉サービス関係者等に対し、定期

推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設け、利用者の地域移行

的に（四半期に１回程度を目安とする）活動状況を報告し、当該地域移行
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へ向けた取組を明らかにするとともに、地域に開かれたサービスとするこ

推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設け、利用者の地域移行

とにより、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであ

へ向けた取組を明らかにするとともに、地域に開かれたサービスとするこ

り、当該地域移行支援型ホームを行う事業者自らが主体的に設置すべきも

とにより、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであ

のである。

り、当該地域移行支援型ホームを行う事業者自らが主体的に設置すべきも

なお、当該地域移行推進協議会は、当該地域移行支援型ホームの指定申

のである。

請時において、既に設置されているか又は確実な設置が見込まれることが

なお、当該地域移行推進協議会は、当該地域移行支援型ホームの指定申

必要となるものである。

請時において、既に設置されているか又は確実な設置が見込まれることが

さらに、地域移行支援型ホームを行う事業者は、法第 89 条の３第１項

必要となるものである。

に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして

さらに、地域移行支援型ホームを行う事業者は、法第 89 条の３第１項

特に認めるもの（都道府県又は市町村職員、医療関係者、一般相談支援事

に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして

業者などが参加して精神科病院に入院している障害者の地域移行の推進

特に認めるもの（都道府県又は市町村職員、医療関係者、一般相談支援事

について検討を行う会議）（以下「協議会等」という。）に対し、定期的

業者などが参加して精神科病院に入院している障害者の地域移行の推進

に（少なくとも年に１回以上とする）実施状況を報告し、当該実施状況に

について検討を行う会議）（以下「協議会等」という。）に対し、定期的

ついて当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要

に（少なくとも年に１回以上とする）実施状況を報告し、当該実施状況に

な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

ついて当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要

また、当該地域移行推進協議会及び当該協議会等における報告等の記録

な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

は、基準第 213 条又は第 213 条の 22 において準用する基準第 75 条第２項

また、当該地域移行推進協議会及び当該協議会等における報告等の記録

の規定に基づき、５年間保存するとともに、個人情報の保護に留意しつつ、

は、基準第 213 条又は第 213 条の 12 において準用する基準第 75 条第２項

当該記録や事業の運営状況を積極的に公表するものとする。

の規定に基づき、５年間保存するとともに、個人情報の保護に留意しつつ、
当該記録や事業の運営状況を積極的に公表するものとする。

６

施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生
活住居として指定共同生活援助事業を行う者に関する特例（基準附則第

６

12 条）

施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生
活住居として指定共同生活援助事業を行う者に関する特例（基準附則第

平成 18 年９月 30 日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建
210
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物を共同生活住居として利用している旧指定共同生活援助事業所は、基準

平成 18 年９月 30 日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建

第 210 条第１項（基準第 213 条の 16 において準用する場合を含む。）の規

物を共同生活住居として利用している旧指定共同生活援助事業所は、基準

定（第十五の２の（１）参照）にかかわらず、引き続き当該建物を共同生

第 210 条第１項（基準第 213 条の６において準用する場合を含む。）の規

活住居とする指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援

定（第十三の２の（１）参照）にかかわらず、引き続き当該建物を共同生

助を行うことができるものとする。

活住居とする指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援

ただし、指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活

助を行うことができるものとする。

援助事業者においては、利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討

ただし、指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活

結果に基づき、利用者が地域生活へ移行できるよう、利用者が入所施設又

援助事業者においては、利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討

は病院の敷地外にある障害福祉サービス等を積極的に利用できるように

結果に基づき、利用者が地域生活へ移行できるよう、利用者が入所施設又

するなど、適切な支援計画を作成するとともに、地域移行推進協議会を設

は病院の敷地外にある障害福祉サービス等を積極的に利用できるように

置するよう努めなければならない。

するなど、適切な支援計画を作成するとともに、地域移行推進協議会を設
置するよう努めなければならない。

７

施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係
る設備に関する特例（基準附則第 18 条）

７

平成 18 年９月 30 日において現に存する指定共同生活援助事業所の共同

施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係
る設備に関する特例（基準附則第 18 条）

生活住居（基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後

平成 18 年９月 30 日において現に存する指定共同生活援助事業所の共同

に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）につ

生活住居（基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後

いては、基準第 210 条第７項及び第８項（これらの規定を基準第 213 条の

に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）につ

16 において準用する場合を含む。
）については適用せず、旧指定基準を満

いては、基準第 210 条第７項及び第８項（これらの規定を基準第 213 条の

たしていれば足りるものとする。

６において準用する場合を含む。）については適用せず、旧指定基準を満
たしていれば足りるものとする。

８

指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場
合の特例（基準附則第 18 条の２）

８

（１）指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事
211
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業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者で （１）指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又
あって、区分４以上に該当する者が、共同生活住居内において、居宅介

は行動援護の対象者であって、区分４以上に該当する者が、共同生活住

護又は重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、平成 33 年３月 31 日

居内において、居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合に限

までの間、当該利用者については、基準第 211 条第３項（基準第 213 条

り、平成 30 年３月 31 日までの間、当該利用者については、基準第 211

の 11 において準用する場合を含む。
）の規定を適用しないものとする。

条第３項の規定を適用しないものとする。

（２）指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事
業所の利用者のうち、区分４以上に該当する者が、共同生活住居内にお

（２）指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分４以上に該当する者が、

いて、居宅介護（
「居宅における身体介護が中心である場合」に限る。
）

共同生活住居内において、居宅介護（「居宅における身体介護が中心で

の利用を希望し、次の①及び②の要件のいずれにも該当する場合に限

ある場合」に限る。）の利用を希望し、次の①及び②の要件のいずれに

り、平成 33 年３月 31 日、当該利用者については、基準第 211 条第３項

も該当する場合に限り、平成 30 年３月 31 日、当該利用者については、

（基準第 213 条の 11 において準用する場合を含む。
）の規定を適用しな

基準第 211 条第３項の規定を適用しないものとする。

いものとする。
①

（略）
①

②

（略）

当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられてい
ること。

②

居宅介護の利用について、市町村が必要と認めること。

（３）前２項の場合、基準第 208 条第１項第２号ロからニまで及び第 213 条
の４第１項第２号ロから二までに掲げる当該指定共同生活援助事業所

（３）前２項の場合、基準第 208 条第１項第２号に掲げる当該指定共同生活

又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき生活支援

援助事業所に置くべき生活支援員の員数については、当該利用者の数を

員の員数については、当該利用者の数を２分の１として算定するものと

２分の１として算定するものとする。

する。
９

施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関
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する特例（基準附則第 19 条）

９

（略）

行

施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関
する特例（基準附則第 19 条）
平成 18 年９月 30 日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障
害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム（Ａ型及びＢ型）、知的障害者
通勤寮、知的障害者福祉ホーム（基本的な設備が完成しているものを含み、
この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した
ものを除く。）が指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活

（１）基準第 210 条第７項（基準第 213 条の 16 において準用する場合を含
む。
）に掲げるユニットの定員については、「２人以上 10 人以下」とあ

援助の事業を行う場合の設備に関する基準は、次のとおりとする。
（１）
基準第 210 条第７項
（基準第 213 条の６において準用する場合を含む。）

るのは、
「２人以上 30 人以下」とする。

に掲げるユニットの定員については、
「２人以上 10 人以下」とあるのは、
「２人以上 30 人以下」とする。

（２）基準第 210 条第８項（基準第 213 条の 16 において準用する場合を含
む。
）に掲げる居室の定員及び居室の床面積については、精神障害者福

（２）
基準第 210 条第８項
（基準第 213 条の６において準用する場合を含む。）

祉ホームＢ型を除き、適用しないこととする。

に掲げる居室の定員及び居室の床面積については、精神障害者福祉ホー
ムＢ型を除き、適用しないこととする。

別表１
（略）

別表１
(2)の①のアの a に 常 勤 換 算 方 法 を
月間延べサービス提供時間
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基づき置かなけれ

採用する事業所

ばならない常勤の

で必要となる常

サービス提供責任

勤のサービス提

者数

供責任者

450 時間以下

１

１

450 時間超 900 時間以下

２

１

改
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現

行

900 時間超 1,350 時間以下

３

２

1,350 時間超 1,800 時間以下

４

３

1,800 時間超 2,250 時間以下

５

４

2,250 時間超 2,700 時間以下

６

４

2,700 時間超 3,150 時間以下

７

５

3,150 時間超 3,600 時間以下

８

６

3,600 時間超 4,050 時間以下

９

６

4,050 時間超 4,500 時間以下

10

７

4,500 時間超 4,950 時間以下

11

８

4,950 時間超 5,400 時間以下

12

８

5,400 時間超 5,850 時間以下

13

９

5,850 時間超 6,300 時間以下

14

10

6,300 時間超 6,750 時間以下

15

10

6,750 時間超 7,200 時間以下

16

11

別表２
（略）

別表２
(2)の①のアの b に基 常勤換算方法を採用
従業者の数
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づき置かなければな

する事業所で必要と

らない常勤のサービ

なる常勤のサービス

ス提供責任者数

提供責任者

10 人以下

１

１

11 人以上 20 人以下

２

１

21 人以上 30 人以下

３

２

改
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31 人以上 40 人以下

４

３

41 人以上 50 人以下

５

４

51 人以上 60 人以下

６

４

61 人以上 70 人以下

７

５

71 人以上 80 人以下

８

６

81 人以上 90 人以下

９

６

91 人以上 100 人以下

10

７

101 人以上 110 人以下

11

８

111 人以上 120 人以下

12

８

121 人以上 130 人以下

13

９

131 人以上 140 人以下

14

10

141 人以上 150 人以下

15

10

151 人以上 160 人以下

16

11

別表３
（略）

別表３
(2)の①のアの c に 常 勤 換 算 方 法 を
利用者の数
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基づき置かなけれ

採用する事業所

ばならない常勤の

で必要となる常

サービス提供責任

勤のサービス提

者数

供責任者

40 人以下

１

１

41 人以上 80 人以下

２

１

81 人以上 120 人以下

３

２

改

正 後

現
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121 人以上 160 人以下

４

３

161 人以上 200 人以下

５

４

201 人以上 240 人以下

６

４

241 人以上 280 人以下

７

５

281 人以上 320 人以下

８

６

321 人以上 360 人以下

９

６

361 人以上 400 人以下

10

７

401 人以上 440 人以下

11

８

441 人以上 480 人以下

12

８

481 人以上 520 人以下

13

９

521 人以上 560 人以下

14

10

561 人以上 600 人以下

15

10

601 人以上 640 人以下

16

11

別表４
（略）

別表４
(5)の①のアの a 常勤換算方法を
月間延べサービス提供時間

216

に基づき置かな

採用する事業所

ければならない

で必要となる常

常勤のサービス

勤のサービス提

提供責任者数

供責任者

1,000 時間以下

１

１

1,000 時間超 2,000 時間以下

２

１

2,000 時間超 3,000 時間以下

３

２

改

正 後

現

行

3,000 時間超 4,000 時間以下

４

３

4,000 時間超 5,000 時間以下

５

４

5,000 時間超 6,000 時間以下

６

４

6,000 時間超 7,000 時間以下

７

５

7,000 時間超 8,000 時間以下

８

６

8,000 時間超 9,000 時間以下

９

６

9,000 時間超 10,000 時間以下

10

７

10,000 時間超 11,000 時間以下

11

８

11,000 時間超 12,000 時間以下

12

８

12,000 時間超 13,000 時間以下

13

９

13,000 時間超 14,000 時間以下

14

10

14,000 時間超 15,000 時間以下

15

10

15,000 時間超 16,000 時間以下

16

11

別表５
（略）

別表５
利用者の数

(2)の①のアの d

常勤換算方法を採用

に基づき置かな

する事業所で必要と

ければならない

なる常勤のサービス

常勤のサービス

提供責任者

提供責任者数

217

50 人以下

３

３

51 人以上 100 人以下

３

３

101 人以上 150 人以下

３

３

改

正 後

現

行

151 人以上 200 人以下

４

３

201 人以上 250 人以下

５

４

251 人以上 300 人以下

６

４

301 人以上 350 人以下

７

５

351 人以上 400 人以下

８

６

401 人以上 450 人以下

９

６

451 人以上 500 人以下

10

７

501 人以上 550 人以下

11

８

551 人以上 600 人以下

12

８

601 人以上 650 人以下

13

９

別表６
（略）

別表６
(5)の①のアの b に基 常勤換算方法を採用
従業者の数

218

づき置かなければな

する事業所で必要と

らない常勤のサービ

なる常勤のサービス

ス提供責任者数

提供責任者

20 人以下

１

１

21 人以上 40 人以下

２

１

41 人以上 60 人以下

３

２

61 人以上 80 人以下

４

３

81 人以上 100 人以下

５

４

101 人以上 120 人以下

６

４

改

正 後

現

行

121 人以上 140 人以下

７

５

141 人以上 160 人以下

８

６

161 人以上 180 人以下

９

６

181 人以上 200 人以下

10

７

別表７
（略）

別表７
(5)の①のアの c に基 常勤換算方法を採用
利用者の数

219

づき置かなければな

する事業所で必要と

らない常勤のサービ

なる常勤のサービス

ス提供責任者数

提供責任者

10 人以下

１

１

11 人以上 20 人以下

２

１

21 人以上 30 人以下

３

２

31 人以上 40 人以下

４

３

41 人以上 50 人以下

５

４

51 人以上 60 人以下

６

４

61 人以上 70 人以下

７

５

71 人以上 80 人以下

８

６

81 人以上 90 人以下

９

６

91 人以上 100 人以下

10

７

101 人以上 110 人以下

11

８

111 人以上 120 人以下

12

８

121 人以上 130 人以下

13

９

改

正 後

現

220

行

131 人以上 140 人以下

14

10

141 人以上 150 人以下

15

10

151 人以上 160 人以下

16

11

