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（４）行動援護 

（支援計画シート等の作成について） 

問48 支援計画シート等に規定の書式はあるのか。 

（答） 

「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」

（平成26年３月31日付け障障発0331第８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）において、支援計画シート等の様式例をお示しているの

で、参照されたい。 

 

３．生活介護、短期入所 

 

（１）生活介護 

（短時間利用減算①） 

問49 前３月における事業所の利用者のうち、事業所の平均利用時間が５時間未

満の利用者のしめる割合は、具体的にどのように算出するのか。 

（答） 

  以下の方法により、算出した割合が100分の50以上である場合に、短時間利

用減算を適用する。 

 ① 各利用者について、前３月における利用時間の合計時間を、利用日数で除

して、利用日１日当たりの平均利用時間を算出する。 

 ② 当該月における、①により算出した平均利用時間が５時間未満の利用者の

延べ人数を、事業所の利用者の延べ人数で除する。 
 
 [例] 
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（短時間利用減算②） 

問50 重度の身体障害者や精神障害者は、障害特性や症状、通院や起床介護など

の生活パターンなどの理由で、５時間未満の利用になってしまう場合があ

るが、そのような利用者についても、利用時間が５時間未満の利用者の割

合の算定に含むのか。 

（答） 

例えば、重度の身体障害や精神障害等、障害特性等に起因するやむを得ない理

由により５時間未満の利用になってしまう利用者については、利用時間が５時間

未満の利用者の割合の算定から除いて差し支えない。 

なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案

された上で、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位

置付けられていることが前提であり、市町村においては当該計画等を基に判断さ

れたい。 

 

（短時間利用減算③） 

問51 利用時間については、送迎のみを実施する時間は含まれないとされてい

るが、遠方からの利用者で送迎に長時間を要する利用者についても、送迎

に要する時間は利用時間に含めないのか。 

（答） 

遠方からの利用者等、やむを得ず送迎に長時間を要する利用者については、利

用時間が５時間未満の利用者の割合の算定から除いても差し支えない。 

 

（短時間利用減算④） 

問52 土曜日やイベントの日など、特例的に短時間の開所としている日につい

ては、利用者全員が５時間未満の利用となるが、これらの日についても利

用時間の算定に含むのか。 

（答） 

運営規程に営業時間を明示した上で、特例的に短時間開所の日を設けている場

合等については、平均利用時間の算定から外すなど柔軟な取扱いとして差し支え

ない 

 

（常勤看護職員等配置加算） 

問53 常勤看護職員等配置加算（Ⅱ）については、医療的ケアが必要な者に生

活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等の実績か

ら判断するのか。 

（答） 

 開所日ごとに、その日の実績を持って算定の可否を判断すること。 
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（２）短期入所 

（福祉型強化短期入所） 

問54 併設型及び空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている

場合、当該看護職員に加えて１名の看護職員を配置する必要があるのか。 

（答） 

本体施設に看護職員が配置されている場合は、当該看護職員をもって福祉型強

化短期入所における看護職員の配置要件を満たすものとする。 

ただし、本体施設と短期入所事業所の職務が同時並行的に行われることが差し

支えないと考えられるもの以外である場合、本体施設における勤務時間について

は、短期入所での勤務時間に含むことはできないことに留意すること。 

 

（短期利用加算①） 

問55 短期利用加算については、「１年に 30 日を限度として算定する」とされ

ているが、複数の事業所で短期利用加算を算定している場合、その期間は

通算されるのか。 

（答） 

通算されない（それぞれの事業所ごとに、1人の利用者につき１年に30日を限

度として算定可能）。 

 

（短期利用加算②） 

問56 短期利用加算については、「１年に 30 日を限度として算定する」とされ

ているが、「１年」はいつからいつまでの期間を指すのか。 

（答） 

 最初に短期利用を開始した日から起算して１年とする。 

 

（常勤看護職員等配置加算） 

問57 福祉型強化短期入所である場合、福祉型強化短期入所サービス費を算定

するために配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置

加算の算定要件を満たすものとできるか。 

（答） 

福祉型強化短期入所サービス費を算定するために配置されている常勤の看護

職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすものとできる。 

 

（医療連携体制加算） 

問58 短期入所の医療連携体制加算（Ⅴ）の算定要件の詳細如何。 

（答） 

短期入所の医療連携体制加算（Ⅴ）の取扱いについては、「平成26年度障害福
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祉サービス等制度改正に関するＱ＆Ａ」（平成 26 年４月９日事務連絡）の問 33

から問38までの取扱いを準用すること。 

 

（年間利用日数の適正化） 

問59 年間利用日数については、「１年の半分（180日）を目安」とされている

が、「１年」はいつからいつまでの期間を指すのか。 

（答） 

 最初に短期利用を開始した日から起算して１年とする。 

 

４．自立訓練（機能訓練・生活訓練）、自立生活援助、共同生活援助 

 

（１）自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

（リハビリテーション加算） 

問60 リハビリテーション加算（Ⅰ）については、「頸椎損傷による四肢の麻痺

その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を

原因とする者に限るのか。 

（答） 

リハビリテーション加算（Ⅰ）の対象者については、疾患名等を問うものでは

なく、四肢麻痺の状態にある者を想定しており、身体障害者手帳の記載や医師意

見書の内容等から判断するものとする。 

 

（個別計画訓練支援加算） 

問61 個別計画訓練支援加算の算定に当たり、個別訓練実施計画の作成が要件

とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることがで

きるか。また、個別訓練実施計画は所定の様式があるか。 

（答） 

個別計画訓練支援加算に係る訓練は、自立訓練（生活訓練）の個別支援計画の

一環として行われるものであるが、特に地域生活を営む上で必要となる生活能力

に焦点を定め、一定の期間の中で重点的に個別の訓練を行うものである。したが

って、計画の様式を問うものではないが、具体的な訓練項目や訓練の内容、進捗

状況等、詳細かつ丁寧な記録や評価を伴う個別訓練実施計画が必要となる。 
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（２）自立生活援助 

（利用者）   

問62 「家族等と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のた

め、居宅における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」も利用対象となるが、「支援が見込めない状況」

とは具体的にどのような状況が想定されるのか。 

（答） 

 例えば、 

・ 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉

サービスを利用して生活を営んでいる場合 

・ 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要

な場合 

・ 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを

利用して生活を営んでいる場合 

・ その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが

困難であると認められる場合 

などが想定される。 

 

（支援の内容） 

問63 訓練等給付に位置付けられる自立生活援助のサービスにおける「情報の

提供や助言、相談等の必要な援助」とは、どのような支援なのか。家事支

援等も含まれるのか。 

（答） 

自立生活援助は、障害者の理解力や生活力等を補う観点から、居宅で生活する

障害者が地域生活を継続する上で必要な情報の提供、助言並びに相談等の支援及

び関係機関や地域住民との連絡調整等を行うものである。 

家事支援等については、他の障害福祉サービスによって行われるべきものであ

って、自立生活援助に含まれるものではない。 

 

（兼務の取扱い①） 

問64 自立生活援助事業所の従業者（地域生活支援員、サービス管理責任者）

について、兼務の取扱いはどうなるのか。 

（答） 

自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、利用者に対するサ

ービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や他

の事業所又は施設等の職務に従事することができる。 

ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障が
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ないかを判断する必要がある。 

また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員

の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めるこ

とはできない。 

なお、サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成し客観的な評価等を担

う者であるため、業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員との兼務は

認めない。 

 

（兼務の取扱い②） 

問65 自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の相談支援専門員を兼

務することは可能なのか。可能な場合、特定事業所加算の「常勤・専従」

の要件はどうなるのか。 

（答） 

自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場

合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。 

また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であ

ること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所

については、兼務しても差し支えないこととする。 

 

（定期的な居宅訪問） 

問66 定期的な居宅訪問については、月に２回以上利用者の居宅を訪問すれば

よいか。 

（答） 

指定自立生活援助は、利用者の日常生活における課題を把握し、必要な支援を

行う必要があることから、支援計画に基づき概ね週１回以上、当該利用者の居宅

を訪問することとしている。 

なお、月途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整

する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては、定期的な訪問による支援を月

２回以上行うことを要件としているが、安易に訪問回数を減らすことがないよう

留意すること。 

 

（同行支援加算） 

問67 同行支援加算は、居宅への訪問と同日に外出を伴う支援を行った場合で

も算定できるか。また、同行支援加算の算定対象となる外出を伴う支援と

は、具体的にどのようなものか。 

（答） 

同行支援加算の算定日に、定期的な訪問による支援や随時の訪問による支援を
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行うことは差し支えない。 

なお、同行支援加算の算定対象となる外出を伴う支援は、あくまで障害者の理

解力や生活力等を補う観点から、利用者が地域で自立した生活を継続していくた

めに必要な情報提供や助言等の支援を行うものであり、外出のための直接的な介

助や余暇活動への付き添い等については、算定の要件を満たす支援とはならない。 

 

（福祉専門職員配置等加算） 

問68 地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時

間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算は

どのように算定するのか。 

（答） 

複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、１週間の勤務時間の２

分の１を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処

遇職員（１人）として評価されたい。 

 

（３）共同生活援助 

（日中サービス支援型の基本報酬） 

問69 日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給

決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、

日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定するの

か。 

（答） 

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、日毎に異なる報酬区分を算定するこ

とが可能であるため、障害支援区分３以上の利用者であれば、グループホームに

おいて日中支援を行う日は「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算

定し、日中活動サービスを利用する日は「日中を当該共同生活住居以外で過ごす

場合」の報酬単位を算定することになる。 

また、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住

居で過ごした場合も、「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定する

こととなる。 

 なお、障害支援区分２以下の利用者については、日中活動サービス等の利用を

基本とすることから「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」のみ報酬単位

が設定されており、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、

共同生活住居で過ごした場合は、日中支援加算(Ⅱ)を算定することとなる。なお、

この場合、日中サービス支援型指定共同生活援助は常時の支援体制を確保するも

のであることから、日中支援従事者の加配を要しないものとする。 
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（看護職員配置加算） 

問70 看護職員配置加算は、指定事業所単位で、常勤換算方法により１人以上

を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できると解してよいか。

例えば、複数の共同生活住居を１つの事業指定を受けて運営する場合、全

ての利用者に70単位／日が算定されると解してよいか。 

（答） 

看護職員配置加算は、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を、

常勤換算方法で１人以上配置する場合に、利用者全員に算定することが可能であ

る。 

ただし、複数の共同生活住居を有する場合は、適切な支援を行うための人員を

確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が１以上かつ利用者の

数を20で除して得た数以上の看護職員を配置するものとする。 

 

（夜間職員加配加算）  

問71 日中サービス支援型共同生活援助（１住居10名×２）の場合、夜勤職員

は住居ごとに１名で計２名となるが、ここに１名を加配し合計３名の夜勤

職員を配置し、加配した職員が２つの住居を兼務した場合、20名の利用者

に対して加算が算定されるのか。 

（答） 

夜勤職員加配加算は、共同生活住居ごとに夜勤職員を１名以上追加で配置する

場合に算定するものであることから、加配した夜勤職員が別の住居の夜勤を兼務

することは認められない。 

 よって、質問の場合はいずれかの住居の利用者に対して算定することになる。 

 

（精神障害者地域移行特別加算） 

問72 精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時

に算定できるのか。 

（答） 

 精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に１年以上入院していた精神障害

者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものである

ことから、医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した精神障害者に対して

地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定する地域生活移行個別支援

特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定す

る場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできない。 
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（強度行動障害者地域移行特別加算） 

問73 強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定

できるのか。 

（答） 

強度行動障害者地域移行特別加算は、障害者支援施設等に１年以上入所してい

た強度行動障害のある者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合

に算定するものであることから、障害支援区分６の強度行動障害のある者等に対

して支援を行った場合に算定する重度障害者支援加算と評価の内容が重複するた

め、強度行動障害者地域移行特別加算を算定する場合は、重度障害者支援加算を

算定することはできない。 

 

（加算の算定期間） 

問74 精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算の算定

期間は、「入居してから１年間」なのか、それとも「退院・退所してから１

年間」なのか。 

   また、退院・退所後に、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、

入居する場合の取扱いはどうなるのか。 

（答） 

 算定期間は「退院・退所してから１年間」となる。 

なお、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合であって

も、退院・退所してから１年以内であれば算定可能である。 

 

（加算要件の適用時期） 

問75 精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算につい

て、改定以前の時期に当該加算の要件を満たした利用者が入居している場

合は、加算を算定することが可能か。 

（答） 

当該加算は、障害者の地域移行を促進するため、平成 30 年度報酬改定におい

て創設されたものである。 

利用者に対する支援のみを評価するものではなく、現に障害者支援施設や精神

科病院等に入所・入院している者の受入れを評価するものであることから、平成

30年４月以降に要件を満たした場合に、加算の対象となる。 

 

 

 

 

 


