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○船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関する規則 

平成26年３月28日 

規則第10号 

改正 平成26年９月30日規則第116号 

平成27年３月31日規則第64号 

平成27年５月29日規則第71号 

平成27年12月28日規則第145号 

平成28年３月30日規則第20号 

平成30年６月29日規則第69号 

平成30年８月31日規則第84号 

令和２年３月31日規則第52号 

令和３年３月31日規則第34号 

船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関する規則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第77条第１項及び第３項の規定により地域生

活支援事業として行う地域生活支援サービス事業費の支給に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 障害者 法第４条第１項に規定する障害者をいう。 

(2) 障害児 法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

(3) 保護者 法第４条第３項に規定する保護者をいう。 

(4) 障害者等 障害者及び障害児をいう。 

(5) 重度身体障害者 障害者のうち身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条

第４項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則

（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号身体障害者障害程度等級表（以下「障害程度

等級表」という。）に定める１級若しくは２級に該当するもの又はこれらに準ずるも

のをいう。 

(6) 重度身体障害児 障害児のうち身体障害者福祉法第15条第４項の規定による身体

障害者手帳の交付を受けた者で、障害程度等級表に定める１級若しくは２級に該当す

るもの又はこれらに準ずるものをいう。 

(7) 難病患者等 障害者のうち法第４条第１項に規定する治療方法が確立していない

疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣

が定める程度である者若しくは障害児のうち児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

４条第２項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法

第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程

度である児童で、障害程度等級表に定める１級若しくは２級に該当するもの又はこれ

らに準ずるものに該当するものとして市長が別に定めるものをいう。 

(8) 重度身体障害者等 重度身体障害者及び重度身体障害児並びに難病患者等をいう。 

(9) 地域生活支援サービス事業 障害者等移動支援事業、重度身体障害者等入浴サービ

ス事業及び障害者等日中一時支援事業をいう。 

(10) 障害者等移動支援事業 在宅の障害者等に係る移動介護（社会生活上必要不可欠
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な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出であって、市長が定めるものへの支援

をいう。）、通学通所支援（通学又は通所のための外出であって市長が定めるものへ

の支援のうち、他の送迎手段又は付添いが得られない場合に限り行うものをいう。以

下同じ。）その他市長が必要と認める外出への支援のうち、次のいずれにも該当する

ものをいう。 

ア 地域の特性及び障害者等の状況に応じた柔軟な形態で、次に掲げる事業であるこ

と。 

(ア) 個別支援型移動支援事業（障害者等に対する個別的な支援をいう。以下同じ。） 

(イ) グループ支援型移動支援事業（同一目的地における同一行事への参加等の複

数の障害者等への同時支援をいう。この場合において、２人以上で当該事業を行

うものとし、当該事業を行う者１人当たりにつき利用者は、３人までとする。以

下同じ。） 

イ 次の（ア）から（エ）までのいずれの外出も目的としていないこと。 

(ア) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出 

(イ) 学校内における教育活動又はこれに準ずるものに係る外出 

(ウ) 長期にわたり継続的に行われる外出（通学通所支援の対象となる外出を除

く。） 

(エ) その他社会通念上適当でないと市長が認める外出 

ウ 事業を利用する者の安全を確保すること。 

(11) 重度身体障害者等入浴サービス事業 重度身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を

提供して行われる入浴の介護を行う事業をいう。 

(12) 障害者等日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保するととも

に、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な

休息等のための日中における一時的な見守り等の支援を行う事業をいう。 

(13) 地域生活支援サービス事業費 地域生活支援サービス事業を利用した者に支給す

る事業費をいう。 

（平27規則64・平27規則71・平30規則69・令２規則52・令３規則34・一部改正） 

（支給の要件） 

第3条 地域生活支援サービス事業費の支給を受けることができる者は、次に定めるとおり

とする。 

地域生活支援サービ

ス事業の種類 

要件 

障害者等移動支援事

業 

1 居住地に関する要件 次のいずれかに該当する障害者又は障害

児の保護者 

(1) 市内に居住地（居住地を有しないとき、又は明らかでないと

きは、現在地。以下同じ。）を有する者。ただし、法第19条第3

項に規定する特定施設入所障害者（以下「特定施設入所障害者」

という。）であって、同項に規定する特定施設への入所前に有

した居住地（同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初

に入所した当該特定施設への入所前に有した居住地。以下「居

住地特例地」という。）が他の市町村（特別区を含む。以下同

じ。）の区域内であるものを除く。 

(2) 市内に居住地特例地を有する者 

(3) その他市長が必要があると認める者 
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2 障害等に関する要件 次のいずれかに該当する者 

(1) 障害程度等級表の肢体不自由の程度が1級に該当する障害者

等であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又は

これに準ずるもの 

(2) 障害程度等級表に定める視覚障害を有する障害者等 

(3) 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に規定する知的障

害者 

(4) 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）第5条に規定する精神障害者 

(5) 障害者のうち法第4条第1項に規定する治療方法が確立してい

ない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる

障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者又は障害児の

うち児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していな

い疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定め

るものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度で

ある児童であって、(1)又は(2)に掲げる者に準ずるもの 

重度身体障害者等入

浴サービス事業 

1 居住地に関する要件 次のいずれかに該当する者 

(1) 市内に居住地を有する重度身体障害者等又は保護者（重度身

体障害児及び難病患者等（18才未満の者に限る。）の保護者に

限る。）。ただし、特定施設入所障害者であって、居住地特例

地が他の市町村の区域内であるものを除く。 

(2) 市内に居住地特例地を有する重度身体障害者等 

(3) その他市長が必要があると認める者 

障害者等日中一時支

援事業 

1 居住地に関する要件 次のいずれかに該当する者 

(1) 市内に居住地を有する障害者又は障害児の保護者。ただし、

特定施設入所障害者であって、居住地特例地が他の市町村の区

域内であるものを除く。 

(2) 市内に居住地特例地を有する障害者 

(3) その他市長が必要があると認める者 

（平27規則64・一部改正） 

（他の法令による給付等との調整等） 

第4条 地域生活支援サービス事業費の支給は、当該障害の状態につき、法の規定による介

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の支給又は介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による介護給付であって地域生活支援サービス事

業費の支給に相当するものを受けることができるときは、その限度において、行わない。 

２ 前条の規定にかかわらず、他の地域生活支援事業を利用している時間帯については、

地域生活支援サービス事業費の支給を受けることはできない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、地域生活支援サービ

ス事業費を支給することができる。 

（令２規則52・一部改正） 

（支給の申請等） 

第5条 地域生活支援サービス事業費の支給を受けようとする者は、船橋市地域生活支援サ

ービス事業費支給申請書兼利用者負担額減免申請書兼支給額等変更申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が当該書類
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の内容を確認することができるときは、その添付を要しない。 

(1) 地域生活支援サービス事業を受ける月の属する年度（当該地域生活支援サービス事

業を当該年度の最初に受ける月が４月から６月までのときは、前年度）に係る第９条

第３項第２号イに規定する市町村民税の課税状況を示す書類 

(2) 当該申請に係る障害者等の属する世帯の構成及び当該障害者等の年齢を示す書類 

(3) その他市長が必要があると認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決

定し、支給する旨の決定（以下「支給決定」という。）を行ったときは、当該支給決定

を受けた者（以下「支給決定障害者等」という。）に対し、船橋市地域生活支援サービ

ス事業費支給決定通知書（第２号様式）により通知するとともに、船橋市地域生活支援

サービス事業受給者証（第３号様式。以下「受給者証」という。）を交付するものとす

る。 

３ 市長は、前項の規定により支給決定を行わないときは、その旨を当該申請をした者に

通知するものとする。 

（平27規則64・平30規則69・平30規則84・一部改正） 

（支給期間及び支給量） 

第6条 地域生活支援サービス事業費の支給期間は、船橋市地域生活支援サービス事業費支

給決定通知書を受けた日後最初に到来する３月31日までとする。 

２ 地域生活支援サービス事業費の支給量は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。 

(1) 障害者等移動支援事業 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める

支給量とする。 

ア 支給決定に係る障害児として現にサービスの支給を受けている者であって、当該

支給期間中に満18歳に達する日が含まれているものが、同日以降も障害者として当

該事業の継続利用を希望して前条第１項に規定する申請をした場合（同日が月の初

日である場合は同日の属する月から、月の初日以外の日である場合は同日の属する

月の翌月から障害者として扱うものとする。） 支給決定に係る障害児として支給

決定を受けた支給量 

イ アに該当しない場合 一の年度につき300時間とする。ただし、年度の途中にお

ける支給決定については、25時間に当該年度の残りの月数（当該支給決定の支給期

間の初めの月分を含む。）を乗じて得た数とする。 

(2) 重度身体障害者等入浴サービス事業 １週間につき２回 

(3) 障害者等日中一時支援事業 １月につき23日 

（平27規則64・平28規則20・令２規則52・一部改正） 

（支給決定の取消し等） 

第7条 市長は、支給決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取

り消し、又は支給した地域生活支援サービス事業費の全部若しくは一部に相当する額を

返還させるものとする。 

(1) 支給決定に係る障害者等が、地域生活支援サービス事業を受ける必要がなくなった

と認めるとき。 

(2) 第３条に規定する支給の要件に該当しなくなったとき。 

(3) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。 

(4) その他市長が地域生活支援サービス事業費の支給を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により支給決定を取り消すときは、その旨を船橋市地域生活支援
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サービス事業費支給決定取消通知書（第４号様式）により当該取消しに係る支給決定障

害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。 

（平30規則69・一部改正） 

（申請内容の変更の届出） 

第7条の2 支給決定障害者等は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、船橋市地域生活

支援サービス事業費申請内容変更届出書（第４号様式の２）に受給者証及び変更事項を

証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が当該変更事項を

証する書類の内容を確認することができるときは、その添付を要しない。 

(1) 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）及び連絡先 

(2) 当該届出に係る障害者等が障害児である場合は、当該障害児の氏名、生年月日、個

人番号及び当該障害児の保護者との続柄 

（令３規則34・追加） 

（受給者証の再交付） 

第8条 市長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の支

給期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を交付しなけれ

ばならない。 

２ 前項の受給者証の再交付の申請は、船橋市地域生活支援サービス事業受給者証再交付

申請書（第５号様式）により行うものとする。 

（平30規則69・一部改正） 

（地域生活支援サービス事業費の支給額） 

第9条 市長は、支給決定障害者等で地域生活支援サービス事業（支給量の範囲内の事業に

限る。）を利用したものに対し、地域生活支援サービス事業に要した費用（食事の提供

に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作

的活動若しくは生産活動に要する費用のうち市長が定める費用（以下「特定費用」とい

う。）を除く。）について、地域生活支援サービス事業費を支給する。 

２ 地域生活支援サービス事業を受けようとする支給決定障害者等は、船橋市地域生活支

援事業所の登録に関する規則（平成18年船橋市規則第108号。以下「事業所登録規則」

という。）第３条第１項の登録を受けた者（以下「登録事業者」という。）に受給者証

を提示して当該地域生活支援サービス事業を受けるものとする。ただし、緊急の場合そ

の他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 

３ 地域生活支援サービス事業費の支給額（以下「支給額」という。）は、１月につき、

第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

(1) 同一の月に利用した地域生活支援サービス事業について、地域生活支援サービス事

業に通常要する費用（特定費用を除く。）につき、別表に定める額（その額が現に地

域生活支援サービス事業に要した費用（以下「地域生活支援サービス事業に要した費

用」という。）の額を超えるときは、当該地域生活支援サービス事業に要した費用の

額）を合計した額 

(2) 次のアからエまでに掲げる支給決定障害者等の属する世帯（当該支給決定障害者等

が障害者である場合にあっては、当該障害者及びその配偶者に限る。以下「受給世帯」

という。）の区分に応じ、当該アからエまでに定める額（障害者等移動支援事業及び

障害者等日中一時支援事業にあっては、当該額が前号に掲げる額の100分の10に相当

する額を超えるときは、当該相当する額） 
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ア イからエまでに掲げる受給世帯以外の受給世帯 37,200円（重度身体障害者等入

浴サービス事業にあっては、前号に掲げる額の100分の10に相当する額） 

イ 住民税所得割額（地域生活支援サービス事業を受けた月の属する年度（当該地域

生活支援サービス事業を当該年度の最初に受けた月が４月から６月までのときは、

前年度。以下「被事業年度」という。）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の

規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法

第292条第１項第２号に掲げる所得割（同法第328条の規定によって課する所得割を

除く。）の額（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。以下「省令」という。）第26条の２に定める

規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）

をいう。以下同じ。）が16万円未満である受給世帯 9,300円 

ウ 住民税所得割額が28万円未満である受給世帯（支給決定障害者等が障害児の保護

者である受給世帯に限る。） 4,600円 

エ 被事業年度分の市町村民税（地方税法第328条の規定によって課する所得割を除

く。）が非課税の受給世帯又は生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項

に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附

則第４条第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第106号）

附則第２条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給

付を含む。）を受けている者の属する受給世帯 ０円 

４ 前項第２号に規定する住民税所得割額を算定する場合には、省令第26条の３に定める

算定方法によるものとする。 

（平26規則116・平27規則64・平30規則69・平30規則84・令２規則52・令３規則

34・一部改正） 

（利用者負担額の減免等） 

第10条 市長は、支給決定障害者等が災害その他の特別な事情により、前条第３項第２号

に掲げる額（以下「利用者負担額」という。）を負担することが困難であると認める場

合は、１月につき、当該利用者負担額から、当該利用者負担額に別に定める割合を乗じ

て得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を控除して得た額を、

支給額に加えて地域生活支援サービス事業費として支給することができる。 

２ 前項の規定による支給を受けようとする者は、船橋市地域生活支援サービス事業費支

給申請書兼利用者負担額減免申請書兼支給額等変更申請書に別に定める書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決

定し、その旨を船橋市地域生活支援サービス事業費利用者負担額減免決定通知書兼支給

額等変更決定通知書（第６号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（平30規則69・一部改正） 

（支給額等の変更） 

第11条 支給決定障害者等（前条第３項の規定により地域生活支援サービス事業費を支給

する旨の決定を受けた者を含む。以下同じ。）は、支給額等を変更する必要があると認

めるときは、船橋市地域生活支援サービス事業費支給申請書兼利用者負担額減免申請書
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兼支給額等変更申請書にその事由を証する書類を添えて、市長に支給額等の変更の申請

をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給額等の変更

の可否を決定し、その旨を船橋市地域生活支援サービス事業費利用者負担額減免決定通

知書兼支給額等変更決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

（平30規則69・一部改正） 

（代理受領） 

第12条 市長は、支給決定障害者等が事業所登録規則第９条第４項に規定する代理受領事

務取扱事業者による事業を利用した場合において、当該代理受領事務取扱事業者に地域

生活支援サービス事業費の受領を委任したときは、当該支給決定障害者等に係る地域生

活支援サービス事業費として支給すべき限度において、当該支給決定障害者等に代えて、

当該代理受領事務取扱事業者に支払うことができる。 

２ 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に地域生活支援サービス事

業費の支払があったものとみなす。 

（平30規則69・一部改正、令２規則52・旧第13条繰上・一部改正） 

（補則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（令２規則52・旧第14条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の規定による船橋市地域生活支援サービス事業受給者証の交付その他この規

則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前

においても行うことができる。 

（船橋市重度身体障害者等入浴サービス事業費の支給に関する規則等の廃止） 

３ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 船橋市重度身体障害者等入浴サービス事業費の支給に関する規則（昭和55年船橋市

規則第80号） 

(2) 船橋市障害者等日中一時支援事業費の支給に関する規則（平成18年船橋市規則第99

号） 

(3) 船橋市障害者生活サポート事業費の支給に関する規則（平成18年船橋市規則第106

号） 

(4) 船橋市障害者等移動支援事業費の支給に関する規則（平成18年船橋市規則第107号） 

（経過措置） 

４ この規則の施行の際現に行われている廃止前の船橋市重度身体障害者等入浴サービス

事業費の支給に関する規則の規定による重度身体障害者等入浴サービス事業費、船橋市

障害者等日中一時支援事業費の支給に関する規則の規定による障害者等日中一時支援事

業費、船橋市障害者生活サポート事業費の支給に関する規則の規定による障害者生活サ

ポート事業費及び船橋市障害者等移動支援事業費の支給に関する規則の規定による障害

者等移動支援事業費（以下これらを「旧事業費」という。）に係る申請その他の行為は、

この規則の規定による地域生活支援サービス事業費に係る申請その他の行為とみなす。 

５ この規則の規定は、施行日以後の利用に係る地域生活支援サービス事業費について適
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用し、施行日前の利用に係る旧事業費の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年９月30日規則第116号） 

この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規則第64号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第３条の表障害者等移動支援

事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の船橋市地域生

活支援サービス事業費の支給に関する規則の規定は、平成27年４月１日以後の利用に係

る地域生活支援サービス事業費について適用し、同日前の利用に係る地域生活支援サー

ビス事業費については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年５月29日規則第71号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関する規則（以下「改正後の規

則」という。）の規定は、平成27年６月１日（以下「施行日」という。）以後の利用に

係る地域生活支援サービス事業費について適用し、施行日前の利用に係る地域生活支援

サービス事業費については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に改正前の第２条第10号に規定する障害者等移動支援事業の利

用に係る地域生活支援サービス事業費の支給決定を受けている者に係る改正後の規則第

６条第２項第１号の規定の適用については、施行日から平成28年３月31日までの間、同

号ただし書中「25時間に当該年度の残りの月数（当該支給決定の支給期間の初めが月の

初日である場合は当該日の属する月分を含み、月の初日以外の日である場合は当該日の

属する月分を含まないものとする。）を乗じて得た数」とあるのは、「当該年度に受け

た支給決定（障害者等移動支援事業の利用に係る支給決定に限る。）に係る時間数から

当該支給決定に係る障害者等移動支援事業を利用した時間数を減じて得た数」とする。 

附 則（平成27年12月28日規則第145号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成28年３月30日規則第20号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条第２項第１号及び別表その１の規定は、平成28年４月１日以後の利用

に係る地域生活支援サービス事業費の支給について適用し、同日前の利用に係る地域生

活支援サービス事業費の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年６月29日規則第69号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年７月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成30年８月31日規則第84号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関する規則の規定は、平成30年

９月１日以後の利用に係る地域生活支援サービス事業費について適用し、同日前の利用

に係る地域生活支援サービス事業費については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（令和２年３月31日規則第52号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関する規則の規定は、令和２年

４月１日以後の利用に係る地域生活支援サービス事業費について適用し、同日前の利用

に係る地域生活支援サービス事業費については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月31日規則第34号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２条第７号及び第９条第３項第２号エの改正規定並びに次項の規定 公布の日 

(2) 第１号様式の改正規定及び附則第４項の規定 令和３年７月１日 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条第３項第２号エの規定は、令和３年７月１日以後の利用に係る地域生

活支援サービス事業費について適用し、同日前の利用に係る地域生活支援サービス事業

費については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

４ 附則第１項第２号に規定する改正規定の施行の際現に調製されている用紙は、当分の

間所要の調整をして使用することができる。 

別表 

（平26規則116・平27規則64・平28規則20・令２規則52・一部改正） 

その１ 障害者等移動支援事業 

利用時間 単価 

個別支援型移動支援事業 グループ支援型移動支

援事業 身体介護あり 身体介護なし 

30分以内 2,470円 1,000円 530円 

30分を超え1時間以内 4,210円 2,000円 1,060円 

1時間を超え1時間30分以内 6,250円 2,810円 1,590円 

1時間30分を超え2時間以内 7,830円 3,510円 2,120円 

2時間を超え2時間30分以内 9,440円 3,990円 2,650円 
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2時間30分を超え3時間以内 11,040円 4,790円 3,180円 

3時間を超え3時間30分以内 12,550円 5,580円 3,710円 

3時間30分を超え4時間以内 13,650円 6,370円 4,240円 

4時間を超え30分までごと

に 

790円 790円 530円 

備考 

１ 身体介護とは、食事又は排泄に係る介助をいう。 

２ 通学通所支援以外の支援において、30分以内とは、20分以上30分未満の利用時間

をいう。 

３ 事業所登録規則第３条第３項第２号に規定する基準該当障害福祉サービス事業所

において事業が実施されたときは、この表に定める単価に100分の90を乗じた額を

単価とする。 

その２ 重度身体障害者等入浴サービス事業 

単位 単価 

1回当たり 12,690円 

その３ 障害者等日中一時支援事業 

サービスの種類 金額 

単独型（当該事業所単独で

運営を行うものをいう。） 

30分以上1時間以内 1,960円 

1時間を超え2時間以内 2,390円 

2時間を超え3時間以内 2,820円 

3時間を超え4時間以内 3,250円 

4時間を超え5時間以内 3,680円 

5時間を超え6時間以内 4,110円 

6時間を超え7時間以内 4,540円 

7時間を超え8時間以内 4,970円 

8時間を超えるとき 5,400円 

併設型（当該事業所が施設

と一体的に運営を行うも

のをいう。） 

30分以上1時間以内 580円 

1時間を超え2時間以内 1,010円 

2時間を超え3時間以内 1,440円 

3時間を超え4時間以内 1,870円 

4時間を超え5時間以内 2,300円 

5時間を超え6時間以内 2,730円 

6時間を超え7時間以内 3,160円 

7時間を超え8時間以内 3,590円 

8時間を超えるとき 4,020円 

医療型（医療機関が運営を

行うものをいう。） 

次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

(1) 次に掲げる者に係る事業 26,010円 

ア 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている

者 

イ 進行性筋萎縮症又は重度知的障害及び重度肢体不自由が

重複している者 

(2) 次に掲げる者に係る事業 15,170円 
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ア 遷延性意識障害者又はこれに準ずる者 

イ 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患

に属する疾患を有すると診断された者 

(3) 前2号に規定する者以外の者に係る事業 併設型に係る額 

送迎加算 片道540円 

備考 

１ １日につき１事業所の利用に対する支給を限度とする。 

２ 送迎加算は、１日につき２回を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと認め

るときは、この限りでない。 
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第1号様式 

（平27規則64・平27規則71・平27規則145・平30規則69・平30規則84・令３規

則34・一部改正） 

第2号様式 

（平28規則20・一部改正、平30規則69・旧第３号様式繰上） 

第3号様式 

（平27規則64・平27規則71・一部改正、平30規則69・旧第４号様式繰上、令３

規則34・一部改正） 

第4号様式 

（平28規則20・一部改正、平30規則69・旧第５号様式繰上） 

第4号様式の2 

（令３規則34・追加） 

第5号様式 

（平27規則145・一部改正、平30規則69・旧第６号様式繰上） 

第6号様式 

（平28規則20・一部改正、平30規則69・旧第７号様式繰上・一部改正） 

 


