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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直

すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案について 

 

 

Ⅰ.趣旨 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に

関する法律（平成 22 年法律第 71 号。以下「整備法」という。）の施行に伴い、

障害者自立支援法施行規則（平成 18 年厚生労働省令第 19 号）等関係省令につ

いて、必要な規定の整備等を図るもの。 

 

Ⅱ.改正の概要 

１．障害者自立支援法施行規則の一部改正 

（１）相談支援の見直し関係 

① 地域移行支援として供与される便宜は、住居の確保、指定障害福祉サー

ビス事業所等への同行その他の地域における生活に移行するための活動に

関する相談その他の必要な支援とする。 

② 地域定着支援が供与される状況は、障害者と同居している家族等が障害、

疾病等のため、障害者に対し、当該障害者と同居している家族等による緊

急時の支援が見込めない状況とする。 

③ 地域定着支援が供与される場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の

事態その他の必要な場合とする。 

④ サービス等利用計画案で定める事項は、障害者自立支援法（平成 17年法

律第 123号。以下「法」という。）第 20条第１項若しくは第 24条第１項の

申請をした障害者又は障害児の保護者又は第51条の６第１項若しくは第51

条の９第１項の申請をした障害者及びその家族の生活に対する意向、当該

障害者又は障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、

提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、

障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害

福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。 

⑤ サービス等利用計画で定める事項は、支給決定障害者等（法第５条第 22

項に規定する支給決定障害者等をいう。）又は地域相談支援給付決定障害者

（同項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。）及びその家族の生

活に対する意向、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者

の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福
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祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス

又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者

並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とす

る。 

⑥ サービス等利用計画の見直しの期間は、障害者等の心身の状況、その置

かれている環境、支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総

合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サ

ービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は

地位相談支援の種類、内容、量及び障害福祉サービス又は地域相談支援を

提供する上での留意事項並びに次に掲げる標準期間を勘案して、市町村が

必要と認める期間とする。 

ⅰ 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著

しく変動があった者 １月間（ただし、当該支給決定又は支給決定の変

更に係る障害福祉サービスの利用開始日から３月間の者に限る。） 

ⅱ 重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利

用する者又は地域定着支援を利用する者（ⅰに掲げる者を除く。）のうち

次に掲げるもの １月間 

イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行

うことが必要である者 

ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病

等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うこ

とが困難である者 

ハ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者 

ⅲ 重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利

用する者又は地域定着支援を利用する者（ⅰ及びⅱに掲げる者を除く。）

並びに地域移行支援を利用する者 ６月間 

ⅳ 重度障害者等包括支援を利用する者及び障害者支援施設、のぞみの園

又は療養介護を行う病院に入所している者（ⅰに掲げる者及び地域移行

支援を利用する者を除く。） １年間 

⑦ 市町村が、支給要否決定を行うに当たって、法第 20条第１項の申請に係

る障害者若しくは障害児の保護者又は法第 51条の６第１項の申請に係る障

害者に対し、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

提出を求める場合は、障害者若しくは障害児の保護者が法第 20条第１項の

申請をした場合又は法第 51条の６第１項の申請をした場合とする。ただし、

当該障害者が介護保険法（平成９年法律第 123号）第８条第 23項に規定す

る居宅介護支援又は同法第８条の２第 18項に規定する介護予防支援の対象
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となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。なお、当該サービス

等利用計画案の提出を求める対象については、平成 24年度から段階的に拡

大し、平成 26年度までに障害福祉サービス若しくは地域相談支援を利用す

る全ての障害者又は障害福祉サービスを利用する全ての障害児を対象とす

ることとする。 

⑧ ⑦の手続を定めるほか、整備法の施行に伴い必要となる条項ずれの改正

等所要の改正を行うこととする。 

（２）指定障害福祉サービス事業者等の指定関係 

① 指定の更新について、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）

と同様に、手続の簡素化の規定を定めることとする。 

② 一事業所の指定取消が他の事業所の指定・更新の拒否に機械的につなが

る仕組みが適用されない場合の取消については、介護保険法施行規則と同

様の内容を定めることとする。 

③ 申請者と密接な関係を有する者が過去５年以内に指定取消を受けた場合

に当該申請者に係る指定・更新の拒否につながる仕組み（以下「連座制」

という。）については、原則として、障害福祉サービス及び障害者支援施設

それぞれの類型内で適用することとする。 

なお、障害福祉サービスについては、居宅介護などの訪問系サービスと

共同生活援助などの居住系サービスでは、その性質が異なること等から、

以下のとおり類型を細分化することとする。 

ⅰ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

ⅱ 重度障害者等包括支援 

ⅲ 療養介護、生活介護及び短期入所 

ⅳ 自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援 

ⅴ 共同生活介護及び共同生活援助 

※ ただし、障害者支援施設において行われる生活介護及びⅳに掲げる

障害福祉サービスは、連座制の適用から除くこととする。 

（３）業務管理体制の整備等関係 

法第 51条の２等業務管理体制の整備等に係る事項については介護保険法

施行規則と同様の内容を定めることとする。 

（４）地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費

関係 

① 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費

が創設されることに伴い、これらの給付費の支給の手続について、介護給

付費等と同様の内容を定めることとする。 

② 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定について、
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手続は現行の指定相談支援事業者と同様の内容を定めるほか、連座制は、

原則として、地域相談支援及び計画相談支援それぞれの類型内で適用する

こととする。 

③ 業務管理体制の整備等について、指定障害福祉サービス事業者等と同様

の内容を定めることとする。 

（５）高額障害福祉サービス等給付費関係 

高額障害福祉サービス等給付費支給の手続について、合算の対象に補装具

費を加えることに伴い、必要な規定の整備を行うこととする。 

（６）地域生活支援事業関係 

① 成年後見制度利用支援事業の補助対象費用として以下の費用を定めるこ

ととする。 

ⅰ 民法（明治 29年法律第 89号）第７条、第 11条、第 13条第２項、第

15条第１項、第 17条第１項、第 876条の４第１項及び第 876条の９第

１項に規定する審判の請求に要する費用 

ⅱ ⅰの審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料 

ⅲ 民法第 862条並びに同法第 852条、第 876条の３第２項、第 876条の

５第２項、第 876条の８第２項及び第 876条の 10第２項において準用

する同法第 862条の規定に基づく報酬 

ⅳ ⅰからⅲまでに掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要と

なる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めた

もの 

② 基幹相談支援センターについて、市町村は、一般相談支援事業を行う者

又は特定相談支援事業を行う者に委託することにできることとするととも

に、委託を受けた者が基幹相談支援センターを設置する際の手続を定める

こととする。 

（７）国民健康保険団体連合会関係 

  国民健康保険団体連合会の議決権の特例について、介護保険法施行規則と

同様の内容を定めることとする。 

（８）その他 

  施設障害福祉サービスとして施設入所支援と併せて行われるサービスに就

労継続支援Ｂ型を加えるほか、整備法の施行に伴い必要となる条項ずれの改

正等所要の改正を行うこととする。 

 

２．児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号）の一部改正 

（１）障害児支援の見直し関係 

① 児童発達支援として供与される便宜は、日常生活における基本的な動作
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の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。 

② 児童発達支援を行う施設は、①の便宜を適切に供与することができる施

設とする。 

③ 放課後等デイサービスを行う施設は、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設

とする。 

④ 保育所等訪問支援の対象は、保育所、学校教育法（昭和 22年法律第 26

号）に規定する幼稚園、小学校及び特別支援学校、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律第 77

号）に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設として、市

町村が認めた施設に通う障害児とする。 

⑤ 障害児支援利用計画案で定める事項は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号。以下「児福法」という。）第 21の５の６第１項又は第 21条の５の８第

１項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の

総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通

所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日

時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。 

⑥ 障害児支援利用計画で定める事項は、通所給付決定保護者に係る障害児

及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び

生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達

成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当

する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。 

⑦ 障害児支援利用計画の見直しの期間は、障害児の心身の状況、その置か

れている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべ

き課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所

支援の種類、内容、量及び障害児通所支援を提供する上での留意事項並び

に次に掲げる標準期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。 

 ⅰ 通所給付決定又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、

内容又は量に著しく変動があった者 １月間（ただし、当該通所給付決

定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から３月

間の者に限る。） 

 ⅱ ⅰに掲げる者以外の者であって、次に掲げるもの １月間 

  イ 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行

うことが必要である者 

ロ 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事

業者との連絡調整を行うことが困難である者 
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ⅲ ⅰ及びⅱに掲げる者以外の者 ６月間 

⑧ 市町村が通所支給要否決定等を行うに当たって、児福法第 21条の５の６

第１項の申請に係る障害児の保護者に対し、指定障害児相談支援事業者が

作成する障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、障害児の保護者が

児福法第 21条の５の６第１項の申請をした場合とする。なお、当該障害児

支援利用計画案の提出を求める対象については、平成 24年度から段階的に

拡大し、平成 26年度までに障害児通所支援を利用する全ての障害児を対象

とすることとする。 

⑨ ⑧の手続を定めるほか、整備法の施行に伴い必要となる条項ずれの改正

等所要の改正を行うこととする。 

（２）障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び障害児入所給付費関係 

 ① 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費が創設されることに伴い、

これらの給付費の支給の手続について、介護給付費等と同様の内容を定め

ることとする。 

 ② 障害児入所給付費が創設されることに伴い、給付費の支給の手続につい

て、現行の障害児施設給付費と同様の内容を定めることとする。 

（３）指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定関係 

手続について、指定障害福祉サービス事業者等と同様の内容を定めるほ

か、連座制は、原則として、障害児通所支援及び障害児入所支援それぞれ

の類型内で適用することとする。 

（４）業務管理体制の整備等関係 

児福法第 21条の５の 25等業務管理体制の整備等に係る事項については障

害者自立支援法施行規則と同様の内容を定めることとする。 

（５）障害児相談支援給付費関係 

① 障害児相談支援給付費が創設されることに伴い、これらの給付費の支給

の手続について、計画相談支援給付費と同様の内容を定めることとする。 

② 指定障害児相談支援事業者の指定について、手続は現行の指定相談支援

事業者と同様の内容を定めるほか、連座制は、原則として、障害児相談支

援の類型内で適用することとする。 

③ 業務管理体制の整備等について、指定障害児通所支援事業者及び指定障

害児入所施設と同様の内容を定めることとする。 

（６）高額障害児福祉給付費及び高額障害児入所給付費関係 

高額障害児福祉給付費及び高額障害児入所給付費の支給の手続について、

高額障害福祉サービス等給付費と同様に必要な規定の整備を行うこととする。 

（７）国民健康保険団体連合会関係 

  国民健康保険団体連合会の議決権の特例について、障害者自立支援法施行
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規則と同様の内容を定めることとする。 

（８）その他 

  整備法の施行に伴い必要となる条項ずれの改正等所要の改正を行うことと

する。 

 

３．介護給付費等の請求に関する省令（平成 18年厚生労働省令第 170号）の一

部改正 

整備法の施行による児童デイサービスの削除及び相談支援の充実に伴い、

介護給付費・訓練等給付費明細書の様式等の一部改正を行うこととする。 

 

４．障害者自立支援法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）の一部改正 

（１）介護報酬改定の動向を踏まえ、サービス提供責任者の配置基準について、

サービス提供責任者の主たる業務である居宅介護等計画の作成に応じた適

切な人数を配置するため、サービス提供時間又は従業者の数に応じた基準

から利用者数に応じた基準へと見直すこととする。 

（２）宿泊型自立訓練事業所等においても、既存の設備、空床等を活用して短

期入所の事業が実施できるよう、指定要件を緩和することとする。 

（３）宿泊型自立訓練の利用者と就労継続支援Ｂ型など日中活動サービスの利

用者とを併せて 60人以内であれば、宿泊型自立訓練と日中活動サービスの

サービス管理責任者との兼務を認めることとする。 

（４）整備法の施行による児童デイサービスの削除等に伴い、必要な規定の整

備等を行うこととする。 

 

５．障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成 18年厚生労働省令第 172 号）の一部改正 

今般の障害者自立支援法施行規則の改正により、施設障害福祉サービスと

して施設入所支援と併せて行われるサービスに就労継続支援Ｂ型を加えるこ

と等に伴い、必要な規定の整備等を行うこととする。 

 

６．障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する

基準（平成 18年厚生労働省令第 174号）の一部改正 

整備法の施行による児童デイサービスの削除等に伴い、必要な規定の整備

等を行うこととする。 

 

７．障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平
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成 18年厚生労働省令第 177号）の一部改正 

今般の障害者自立支援法施行規則の改正により、施設障害福祉サービスと

して施設入所支援と併せて行われるサービスに就労継続支援Ｂ型を加えるこ

と等に伴い、必要な規定の整備等を行うこととする。 

 

８．障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令（平

成 18年厚生労働省令第 179号）の一部改正 

整備法の施行に伴い、障害児施設給付費が障害児通所給付費及び障害児入

所給付費へ再編されたことから、障害児施設給付費等明細書の様式等の一部

改正を行うこととする。 

 

９．医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）の一部改正 

  医療法施行規則第 30条の 33に規定する病床数の補正の対象に療養介護を

行う病院を加えるほか、整備法の施行により、重症心身障害児施設等が医療

型障害児入所施設に再編されることに伴う必要な規定の整備を行うこととす

る。 

 

10．その他関係省令の改正等 

（１）整備法附則第第 15条第２項に規定する厚生労働省令で定める期間は、平

成 24年４月１日から平成 25年３月 31日までとすること。 

（２）整備法附則第第 22条第４項に規定する厚生労働省令で定める期間は、平

成 24年４月１日から平成 25年３月 31日までとすること。 

（３）整備法の施行に伴い、障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 173号）及び児童福祉

法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18年厚生労働省令第 178号）について廃止するほか、健康保険法施行規則（大

正 15年内務省令第 36号）その他の関係省令につき、必要となる条項ずれの

改正等所要の改正を行うこととする。 

＜改正する省令一覧＞ 

① 健康保険法施行規則（大正 15年内務省令第 36号） 

② 船員保険法施行規則（昭和 15年厚生省令第５号） 

③ 労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省令第 23号） 

④ 予防接種法施行規則（昭和 23年厚生省令第 36号） 

⑤ 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審

査委員会規程（昭和 23年厚生省令第 56号） 

⑥ 身体障害者福祉法施行規則（昭和 25年厚生省令第 15号） 
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⑦ 社会福祉法施行規則（昭和 26年厚生省令第 28号） 

⑧ 国民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生省令第 53号） 

⑨ 薬剤師法施行規則（昭和 36年厚生省令第５号） 

⑩ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭和 50年厚生

省令第 34号） 

⑪ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和 51

年厚生省令第 36号） 

⑫ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和 51年労働省令第 38

号） 

⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

に関する法律施行規則（昭和 61年労働省令第 20号） 

⑭ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62年厚生省令第 49号） 

⑮ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則（平成４年労働省

令第 18号） 

⑯ 精神保健福祉士法施行規則（平成 10年厚生省令第 11号） 

⑰ 介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号） 

⑱ 次世代育成支援対策推進法施行規則（平成 15年厚生労働省令第 122号） 

⑲ 厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例

に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令（平成 15年厚生

労働省令第 132号） 

⑳ 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

（平成 16年厚生労働省令第 77号） 

㉑ 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する

省令（平成 18年厚生労働省令第 40号） 

㉒ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第129

号） 

㉓ 児童虐待の防止等に関する法律施行規則（平成 20年厚生労働省令第 30

号） 

㉔ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法

施行規則（平成 21年厚生労働省令第 153号） 

㉕ 厚生労働省組織規則（平成 13年厚生労働省令第１号） 

等 

 

Ⅲ．施行期日 

 平成 24年４月１日（予定） 



10 

 

（参考）整備法の概要（平成 24年４月１日施行） 

１．障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）の一部改正 

（１）利用者負担の見直し関係 

① 利用者負担について、応能負担を原則に 

② 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 

（２）相談支援の充実関係 

① 相談支援体制の強化 （市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立

支援協議会」を法律上位置付け、地域移行支援・地域定着支援の個別給

付化 ） 

② 支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案）、サービス

等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 

（３）地域における自立した生活のための支援の充実関係 

① 成年後見制度利用支援事業の必須事業化 

② 事業者の業務管理体制の整備 

 

２．児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）の一部改正 

（１）障害児支援の強化関係 

① 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 

・ 障害種別等で分かれている施設の一元化 

・ 通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行 

② 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設  

③  在園期間の延長措置の見直し 

（18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直

し。その際、現に入所している者が退所させられることのないように

する。 ） 

（２）地域における自立した生活のための支援の充実関係 

・ 事業者の業務管理体制の整備 

 

３．精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）の一

部改正 

・ 精神科救急医療体制の整備等 

 

４．その他関係法律の改正 

 


