
平成３０年３月２６日

青森市福祉部障がい者支援課

障害福祉サービス事業に係る
留意事項について

資料１



本日の内容

１ 平成30年度における制度改正について
２ 各種申請・届出について
３ 介護報酬等算定の取扱いについて
４ その他の注意事項
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１ 平成30年度における制度改正について

※施行日はいずれも平成３０年４月１日
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（１）就労定着支援
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就労定着支援事業の指定を受けられる事業者
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又
は就労継続支援Ｂ型事業者で、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
を雇用させている事業者

【指定基準】

（１）人員基準

①就労定着支援員

・利用者の数を４０で除した数以上（常勤換算）

②サービス管理責任者

・利用者の数が６０人以下：１人以上

６０人を超えて４０人又は

・利用者の数が６１人以上 １人 ＋ その端数を増すごとに

１人以上加えた数以上

※利用者の数は、同一の事業所で一体的に運営している他の事業所の

利用者との合計数
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（２）設備基準

・事業を行うために必要な広さの区画を有すること。

（３）運営基準

・一月に１回以上利用者と対面で相談

・一月に１回以上当該利用者を雇用した事業主を訪問 など

「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」第１９５条の６～第１９５条の１２参照

※平成３０年１月１８日付け官報

「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等の一部を改正する省令」

（厚生労働省令第２号）第２０６条の６～第２０６条の１２と同じ内容
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（２）自立生活援助
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自立生活援助事業の指定を受けられる事業者
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、共同生活援助、指
定障害者支援施設、一般相談支援又は特定相談支援事業者

【指定基準】

（１）人員基準

①地域生活支援員

１人以上

②サービス管理責任者

・利用者の数が３０人以下：１人以上

３０人を超えて３０人又は

・利用者の数が３１人以上 １人 ＋ その端数を増すごとに

１人以上加えた数以上
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（２）設備基準

・事業を行うために必要な広さの区画を有すること。

（３）運営基準

・おおむね週に１回以上利用者の居宅を訪問し、利用者の状況を把握する

こと など

「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」第１９５条の１７～第１９５条の２０参照

※平成３０年１月１８日付け官報

「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等の一部を改正する省令」

（厚生労働省令第２号）第２０６条の１６～第２０６条の２０と同じ内容
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（３）共生型サービス
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【指定基準】

・人員、設備及び運営に関する基準は、下記条例の各サービスに

おける該当条項を参照のこと。

「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」

※平成３０年１月１８日付け官報

「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等の一部を改正する省令」

（厚生労働省令第２号）と同じ内容
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高額障害福祉サービス等給付費の支給対象拡大について

６５歳に達する日前５年間、下記の障害福祉サービスを利用していたかたが障害
福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用に移行した際に、次の要件をす
べて満たす場合、当該介護保険サービスに係る利用者負担額を支給します。

障害福祉サービス 相当する介護保険サービス

居宅介護
重度訪問介護

訪問介護
小規模多機能型居宅介護

生活介護 通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護

短期入所 短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護

【要件】
①６５歳になる前５年間にわたり、右記の障害福祉
サービスの支給決定を受けたかた。
②障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
を利用するかた。
③市民税非課税又は生活保護のかた。
④６５歳になる前日において、障害支援（程度）
区分２以上であったかた。
⑤６５歳になるまで介護保険サービスを利用しな
かったかた。

【支給額】
障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの自己負担額のうち、高額介護サービス費を差し引いた
額を支給します。



・障がい者の重度化、高齢化に対応できる、共同生活援助の新たな類型

・常時の支援体制を確保し、相談、入浴排せつ又は食事の介護等を行うもの
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（４）日中サービス支援型共同生活援助

【指定基準】

（１）人員基準

①世話人

・利用者の数を５で除した数以上（常勤換算）

②生活支援員

・区分３に該当する利用者の数を９で除した数

・区分４ 〃 ６ 〃

・区分５ 〃 ４ 〃

・区分６ 〃 ２．５ 〃

③夜間及び深夜の時間帯を通じて勤務する夜間従事者

・１人以上

※①～③の事業者のうち、１人以上は常勤であること

合計数以上（常勤換算）



④サービス管理責任者

・利用者の数が３０人以下：１人以上

３０人を超えて３０人又は

・利用者の数が３１人以上 １人 ＋ その端数を増すごとに

１人以上加えた数以上

（２）設備基準

・下記条例参照のこと

（３）運営基準

・日中サービス支援型共同生活援助と同時に、短期入所の事業も行うこと など

「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」

第２０２条の２～第２０２条の１１参照

※平成３０年１月１８日付け官報

「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等の一部を改正する省令」（厚生労働省令第２号）第２１３条の２～第２１３条の１１と同じ内容
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２ 各種申請・届出について
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【変更の届出】

・届出書の提出期限 ： 変更のあった日から１０日以内

※算定する報酬の単位が増える場合 → 算定開始の前月１５日

【廃止・休止の届出】

・届出書の提出期限 ： 廃止又は休止の日の１カ月前

※休止事業所が再開した場合 → 再開の日から１０日以内

※廃止・休止の場合は、現在の利用者の受け入れ先リスト

も併せて提出すること。

（１）変更・廃止･休止届出について
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【提出書類】

①変更届出書（様式第２号）

②障害福祉サービス事業等変更届出書（様式第７号）

③変更事項に応じた添付書類

（２）変更届に係る提出書類について

※ 各種申請･届出に係る様式は、市ホームページを参照してください。

http://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo-koyou/jigyousya/fukushi-kaigo-jigyousya/fukushi-jigyou/02/index.html
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【更新申請】 ※指定の有効期間は、６年間

・申請書の提出期限: 平成３０年度に有効期限を迎える事業所に

ついて、各事業所を運営する法人に対し、

更新申請書提出期限のお知らせを通知

（３）指定の更新申請について
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※ 更新申請に係る様式は、市ホームページを参照してください。

http://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo-koyou/jigyousya/fukushi-kaigo-jigyousya/fukushi-jigyou/02/index.html



【新規の指定申請】

・申請書の提出期限 ： 事業開始予定月の前月１日(必着)
※すべての書類が不備のない状態で提出された場合、指定は翌月1日となります。

【生活介護・就労継続支援Ａ型及びＢ型事業所の事前協議】

・新規指定

・定員の増加をする場合の変更指定申請
申請書提出前に、

障がい者支援課へ相談を

（４）指定申請等について
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【関係法令に係る手続について】

・建築基準法

・消防法

・農地法

・食品衛生法

・労働基準法等

（５）各種申請・届出に係る留意事項

各所轄庁の手続を経た上で
申請(届出）すること

※事業所の新設、移転の際は必ず消防本部予防課に｢防火対象物使用開始届」の提出の必要があるか
確認すること。
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（６）業務管理体制の届出について

対象事業者 内 容

全事業者 「法令遵守責任者」を選任すること

事業所等の数が20以上の事業者 上記に加え「法令遵守規程」を整備すること

事業所等の数が100以上の事業者 上記に加え「業務執行の状況の監査」を定期的に行うこと

整備しなければならない業務管理体制の内容

事業者の区分 届出先

① 障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設が２以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省

② 特定相談支援又は障害児相談支援のみを行う事業者で、全事業所が青森市に所在する事業者 青森市

③ ①及び②以外の事業者 青森県

届出先

※未提出の事業者は、速やかに届出すること。

目的：不正行為の未然防止利用者等の保護と障害福祉サービス等の

事業運営の適正化
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３ 介護報酬等算定の取扱いについて
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大幅な改定が行われているので、各事業所において該当サービスに
ついて確認すること。
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（１）平成３０年度報酬改定について

・平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

・平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

・障害福祉サービス費等の報酬算定構造 参照

※平成３０年２月８日各法人へメールで送付済み



次の厚生労働省告示等を必ず確認すること。

【指定障害福祉サービス・指定障害者支援施設】

・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９月２９日厚生労

働省告示第５２３号）⇒「報酬告示」

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事

項について（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号）⇒「留意事項通知」

【地域相談支援】

・障害者に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に要する

費用の額の算定に関する基準（平成２４年３月１４日厚生労働省告示第１２４号）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事

項について（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号）

（２）介護報酬等算定の取扱いについて①
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【障害児通所・入所支援】

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算

定に関する基準（平成２４年３月１４日厚生労働省告示第１２２号）

・児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成

２４年３月１４日厚生労働省告示第１２３号）

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算

定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成２４年３月

３０日障発第０３３０第１６号）

（２）介護報酬等算定の取扱いについて②

※これらの内容を確認した上で、運用上の疑義等がある場合は、
FAX または E-mail で質問してください。

Fax:017-734-5329   /    E-mail : shougai-shien@city.aomori.aomori.jp
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４ その他の注意事項
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相談支援専門員の員数の標準

１人の相談支援専門員が担当する

計画相談支援対象障害者等の数 （ ＋ 障害児相談支援対象保護者の数 ）

→ ３５人 又は その端数を増すごとに１人

※計画相談支援対象障害者等の数は、前６月の平均値

（新規指定の場合は推定数）

担当件数が４０未満 サービス利用支援費（Ⅰ） １，４５８単位

継続サービス利用支援費（Ⅰ） １，２０７単位

担当件数が４０以上 サービス利用支援費（Ⅱ） ７２９単位

（４０以上の分） 継続サービス利用支援費（Ⅱ） ６０３単位

（１）特定相談支援及び障害児相談支援について
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（２）人員欠如に該当する場合

①サービス提供職員が、人員配置基準上必要とされる員数から１割を超えて減少
→ 翌月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減

算(所定単位数の１００分の７０)
※減算が適用された月から３月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用

された３月目から人員欠如が解消されるに至った月まで減算

（所定単位数の１００分の５０）

②サービス管理責任者の欠如

→ 翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について
減算(所定単位数の１００分の７０)

※減算が適用された月から５月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用

された５月目から人員欠如が解消されるに至った月まで減算
（所定単位数の１００分の５０）



個別支援計画が作成されずにサービスが提供されていた場合、当該月から当該
状態が解消されるに至った月の前月まで、該当する利用者につき減算

（所定単位数の１００分の７０）

※減算が適用された月から３月以上解消されない場合、減算が適用された

３月目から解消されるに至った月の前月まで減算

（所定単位数の１００分の５０）

（３）個別支援計画未作成の場合
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【注意】

①サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画を作成すること。

②指定基準に定める個別支援計画の作成に係る一連の業務を適切に⾏
うこと。



・原則、当該施設の調理員が当該施設内の調理室において調理し、提供されたも

のについて算定が可能。（外部への委託も可能）

・施設外で調理されたものを提供する場合は、次の場合にのみ算定が可能。

①クックチル、クックフリーズ又は真空調理（真空パック）により急速に冷却

又は冷凍したものを再度加熱して提供するもの

②クックサーブにより提供するもの

※出前や市販の弁当を購入して利用者に提供した場合は加算対象外。

※実習により利用者と一緒に食事を調理し、提供した場合も加算対象外。

（４）食事提供体制加算について

※ 個別支援計画に食事の提供を位置付ける必要があることに留意。
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①国保連における新たな審査支払事務の実施について

【主な内容】

○請求時の点検機能強化

支給情報に対する警告やエラーの原因を特定しやすくするため、事業所が国保連に

登録されている自事業所分の事業所台帳情報を参照できるようにする。

○国保連における一次審査等の実施

国保連による一次審査の前に仮点検を受け付け、請求情報の修正ができるようにする。

○事業者への研修の実施

請求情報作成時のミスを減らし、一次審査での警告やエラーの発生を防止するため、

国保連が事業者向けの研修（e-ラーニング等）を実施する。

※詳細は、公益社団法人国民健康保険中央会のホームページを御覧ください。

https://www.kokuho.or.jp/concern/lib/01_20180228_syogai_hokokusyo.pdf 
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（５）その他



②事故報告について
利用者に事故(けが、感染症等）が発生した場合は、直ちに障がい者支援課及

び支給決定をしている市区町村に電話で第一報を入れること。

※負傷については、入院の有無にかかわらず外部の医療機関で受診したものは、速や

かに第一報を入れること。

※食中毒及び感染症（インフルエンザ含む）の発生については、病原体が確定する前

であっても、症状からその疑いが持たれた時点で速やかに第一報を入れること。

また、同時に同様の内容を青森市保健所にも報告し、指導を仰ぐこと。

③防犯及び非常災害対策について
事業所の防犯対策及び非常災害への取り組みについては、避難訓練の実施、

対応マニュアルの作成等、各事業所で適切に行うこと。
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⑤厚生労働省等からの各種通知について
メールにより随時通知するので、定期的に確認すること。

• 事業所のメールアドレスが変更になった場合

• 障がい者支援課からのメールが届かない場合

→ 次のアドレスに、ご連絡ください。

E-mail:shougai-shien@city.aomori.aomori.jp

④各種研修について
業務に必要な各種研修は、県のホームページを確認の上、適宜受講すること。

※サービス提供を行う上で研修の受講が要件とされているかたは特に注意すること。
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