正

後

改

正

前

目次
目次
第一章 総則︵第一条慺第三条︶
第一章 総則︵第一条慺第三条︶
第二章 児童発達支援
第二章 児童発達支援
第一節〜第四節 ︵略︶
第一節〜第四節 ︵略︶
第五節 共生型障害児通所支援に関する基準︵第五十四条の二慺第五十四条の五︶
︵新設︶
第六節 基準該当通所支援に関する基準︵第五十四条の六慺第五十四条の十二︶
第五節 基準該当通所支援に関する基準︵第五十四条の二慺第五十四条の八︶
第三章 医療型児童発達支援
第三章 医療型児童発達支援
第一節〜第四節 ︵略︶
第一節〜第四節 ︵略︶
第四章 放課後等デイサービス
第四章 放課後等デイサービス
第一節〜第四節 ︵略︶
第一節〜第四節 ︵略︶
第五節 共生型障害児通所支援に関する基準︵第七十一条の二︶
︵新設︶
第六節 基準該当通所支援に関する基準︵第七十一条の三慺第七十一条の六︶
第五節 基準該当通所支援に関する基準︵第七十一条の二慺第七十一条の四︶
第五章 居宅訪問型児童発達支援
︵新設︶
第一節 基本方針︵第七十一条の七︶
第二節 人員に関する基準︵第七十一条の八・第七十一条の九︶
第三節 設備に関する基準︵第七十一条の十︶
第四節 運営に関する基準︵第七十一条の十一慺第七十一条の十四︶
第六章 保育所等訪問支援
第五章 保育所等訪問支援
第一節〜第四節 ︵略︶
第一節〜第四節 ︵略︶
第七章 多機能型事業所に関する特例︵第八十条慺第八十二条︶
第六章 多機能型事業所に関する特例︵第八十条慺第八十二条︶
附則
附則
︵趣旨︶
︵趣旨︶
第一条 児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶第二十一条の五の四 第一条 児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶第二十一条の五の四
第二項及び第二十一条の五の十八第三項の厚生労働省令で定める基準は︑次の各号に掲げる基
第二項︑第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の厚生労働省令で定め
準に応じ︑それぞれ当該各号に定める規定による基準とする︒
る基準は︑次の各号に掲げる基準に応じ︑それぞれ当該各号に定める規定による基準とする︒
一 法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により︑同条第二項第一号に掲げる事項につい
一 法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により︑同条第二項第一号に掲げる事項につい
て都道府県︵地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶第二百五十二条の十九第一項の指
て都道府県︵地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶第二百五十二条の十九第一項の指
定都市︵第五十条第三項において﹁指定都市﹂という︒︶及び法第五十九条の四第一項の児童
定都市︵第五十条第三項において﹁指定都市﹂という︒︶及び法第五十九条の四第一項の児童
相談所設置市︵第五十条第三項において﹁児童相談所設置市﹂という︒︶を含む︒以下同じ︒︶
相談所設置市︵第五十条第三項において﹁児童相談所設置市﹂という︒︶を含む︒以下同じ︒︶
が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条︵第五十四条の五及び第七十一条の四にお
が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条︵第五十四条の九及び第七十一条の六にお
いて準用する場合に限る︒︶︑第三十条第四項︵第五十四条の五及び第七十一条の四において
いて準用する場合に限る︒︶︑第三十条第四項︵第五十四条の九及び第七十一条の六において
準用する場合に限る︒︶︑第五十四条の二︑第五十四条の六第一号︵第七十一条の四において
準用する場合に限る︒︶︑第五十四条の六︑第五十四条の十第一号︵第七十一条の六において
準用する場合を含む︒︶︑第五十四条の七第二号︵第七十一条の四において準用する場合を含
準用する場合を含む︒︶︑第五十四条の十一第二号︵第七十一条の六において準用する場合を
む︒︶︑第五十四条の八第四号︵第七十一条の四において準用する場合を含む︒︶及び第七十一
含む︒︶︑第五十四条の十二第四号︵第七十一条の六において準用する場合を含む︒︶及び第七
条の二の規定による基準
十一条の三の規定による基準

改

〇厚生労働省令第三号
児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︶第二十一条の五の四第二項︑第二十一条の五の十七第二項︑第二十一条の五の十九第三項︑第二十四条の十二第三項︑第二十四条の三十一第一項及び第二
項並びに第四十五条第二項の規定に基づき︑児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員︑設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を次のように定める︒
平成三十年一月十八日
厚生労働大臣 加藤 勝信
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員︑設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
︵児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員︑設備及び運営に関する基準の一部改正︶
第一条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員︑設備及び運営に関する基準︵平成二十四年厚生労働省令第十五号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日



(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

二

法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により︑同条第二項第三号に掲げる事項につい

おいて準用する場合に限る︒︶︑第四十四条︵第五十四条の五及び第七十一条の四において準

一条の四において準用する場合に限る︒︶︑第十四条︵第五十四条の五及び第七十一条の四に

第十二条︵第五十四条の五及び第七十

法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により︑同条第二項第三号に掲げる事項につい

一条の六において準用する場合に限る︒︶︑第十四条︵第五十四条の九及び第七十一条の六に

用する場合に限る︒︶︑第四十五条︵第五十四条の五及び第七十一条の四において準用する場

て都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

二

おいて準用する場合に限る︒︶︑第四十四条︵第五十四条の九及び第七十一条の六において準

合に限る︒︶︑第四十七条︵第五十四条の五及び第七十一条の四において準用する場合に限る︒︶

第十二条︵第五十四条の九及び第七十

用する場合に限る︒︶︑第四十五条︵第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場

及び第五十二条︵第五十四条の五及び第七十一条の四において準用する場合に限る︒︶の規定

て都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

合に限る︒︶︑第四十七条︵第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る︒︶
による基準

て都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準

第五十四条の四︑第五十四条の八

法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により︑同条第二項第四号に掲げる事項につい

及び第五十二条︵第五十四条の九及び第七十一条の六において準用する場合に限る︒︶の規定
三

による基準
第五十四条の八︑第五十四条の十

法第二十一条の五の四第一項第二号の規定により︑同条第二項第四号に掲げる事項につい

いて準用する場合に限る︒︶及び第七十一条の三の二の規定による基準

第二号︵第七十一条の四において準用する場合を含む︒︶︑第六十九条︵第七十一条の四にお

て都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準

三
二第二号︵第七十一条の六において準用する場合を含む︒︶︑第六十九条︵第七十一条の六に

六十七条及び第七十四条において準用する場合を含む︒︶︑第八条第二項︵第六十七条におい

第五条︑第六条︑第七条︵第五十七条︑第

法第二十一条の五の十八第一項の規定により︑同条第三項第一号に掲げる事項について都

て準用する場合を含む︒︶︑第三十条第四項︵第六十四条︑第七十一条及び第七十九条におい

道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

六十七条︑第七十一条の九及び第七十四条において準用する場合を含む︒︶︑第八条第二項︵第

て準用する場合を含む︒︶︑第五十六条︑第六十六条︑第七十三条︑第八十条並びに附則第二

四

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

おいて準用する場合に限る︒︶及び第七十一条の五の規定による基準
第七条︵第五十四条の五及び第七十

法第二十一条の五の十七第一項第一号の規定により︑同条第二項第一号に掲げる事項につ
いて都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

四

一条の二において準用する場合に限る︒︶︑第八条第二項︵第五十四条の五及び第七十一条の
二において準用する場合に限る︒︶︑第三十条第四項︵第五十四条の五及び第七十一条の二に
おいて準用する場合に限る︒︶︑第五十四条の二第一号︵第七十一条の二において準用する場
合を含む︒︶︑第五十四条の三第二号︵第七十一条の二において準用する場合を含む︒︶及び第
五十四条の四第四号︵第七十一条の二において準用する場合を含む︒︶の規定による基準
第五十四条の三第一号︵第七十一条

法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により︑同条第二項第二号に掲げる事項につ
いて都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

五

の二において準用する場合を含む︒︶及び第五十四条の四第三号︵第七十一条の二において準
用する場合を含む︒︶の規定による基準
第十二条︵第五十四条の五及び第七

法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により︑同条第二項第三号に掲げる事項につ
いて都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

六

十一条の二において準用する場合に限る︒︶︑第十四条︵第五十四条の五及び第七十一条の二
において準用する場合に限る︒︶︑第四十四条︵第五十四条の五及び第七十一条の二において
準用する場合に限る︒︶︑第四十五条︵第五十四条の五及び第七十一条の二において準用する
場合に限る︒︶︑第四十六条︵第五十四条の五において準用する場合に限る︒︶︑第四十七条︵第
五十四条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る︒︶及び第五十二条︵第五十四
法第二十一条の五の十七第一項第二号の規定により︑同条第二項第四号に掲げる事項につ

条の五及び第七十一条の二において準用する場合に限る︒︶の規定による基準
第五十四条の四第二号︵第七十

法第二十一条の五の十九第一項の規定により︑同条第三項第一号に掲げる事項について都

一条の二において準用する場合を含む︒︶の規定による基準

いて都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準

七

八

六十七条において準用する場合を含む︒︶︑第三十条第四項︵第六十四条︑第七十一条︑第七

条︵置くべき従業者及びその員数に係る部分に限る︒︶及び第三条の規定による基準

第五条︑第六条︑第七条︵第五十七条︑第

十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶︑第五十六条︑第六十六条︑第

道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

七十一条の八︑第七十三条︑第八十条並びに附則第二条︵置くべき従業者及びその員数に係
る部分に限る︒︶及び第三条の規定による基準

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


九

法第二十一条の五の十九第二項の規定により︑同条第三項第二号に掲げる事項について都

五

法第二十一条の五の十八第二項の規定により︑同条第三項第二号に掲げる事項について都

道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

第十条第一項︵指導訓練室及び遊戯室に係

る部分に限る︒︶並びに第二項第一号ロ及び第二号並びに第五十八条第一項第一号︵病室に係

第十条第一項︵指導訓練室及び遊戯室に係

道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶︑第十四条︵第六十四条︑第七

おいて準用する場合を含む︒︶︑第四十五条︵第六十四条︑第七十一条及び第七十九条におい

条において準用する場合を含む︒︶︑第四十四条︵第六十四条︑第七十一条及び第七十九条に

七十九条において準用する場合を含む︒︶︑第十四条︵第六十四条︑第七十一条及び第七十九

第十二条︵第六十四条︑第七十一条及び第

法第二十一条の五の十八第二項の規定により︑同条第三項第三号に掲げる事項について都

十一条︑第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶︑第四十四条︵第

て準用する場合を含む︒︶︑第四十六条︵第六十四条において準用する場合を含む︒︶︑第四十

道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

六

る部分に限る︒︶の規定による基準

る部分に限る︒︶並びに第二項第一号ロ及び第二号並びに第五十八条第一項第一号︵病室に係
法第二十一条の五の十九第二項の規定により︑同条第三項第三号に掲げる事項について都

る部分に限る︒︶の規定による基準
十

六十四条︑第七十一条︑第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶︑

七条︵第六十四条︑第七十一条及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶及び第五十二

第十二条︵第六十四条︑第七十一条︑第七

第四十五条︵第六十四条︑第七十一条︑第七十一条の十四及び第七十九条において準用する

条︵第六十四条︑第七十一条及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶の規定による基

道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

場合を含む︒︶︑第四十六条︵第六十四条において準用する場合を含む︒︶︑第四十七条︵第六

準

第十一条︑第五十九条︑第六十九条及

法第二十一条の五の四第一項第二号又は法第二十一条の五の十八第一項若しくは第二項の

び第八十二条の規定による基準

道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準

法第二十一条の五の十八第二項の規定により︑同条第三項第四号に掲げる事項について都

十四条︑第七十一条︑第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む︒︶及び

八

七

第五十二条︵第六十四条︑第七十一条︑第七十一条の十四及び第七十九条において準用する

第十一条︑第五十九条︑第六十九条

法第二十一条の五の十九第二項の規定により︑同条第三項第四号に掲げる事項について

場合を含む︒︶の規定による基準
十一
都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準

法第二十一条の五の四第一項第二号︑法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条

及び第八十二条の規定による基準
十二

規定により︑法第二十一条の五の四第二項各号及び第二十一条の五の十八第三項各号に掲げ

この省令に

る事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準

法第二十一条の五の三第二項第二号︵法第二十一条の五の十三第二項

法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう︒

この省令において︑次の各号に掲げる用語の定義は︑それぞれ当該各号に定めるところ
通所給付決定保護者
︵略︶
通所利用者負担額

八第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう︒以下同じ︒︶につき健康保険の療養に要す

いて適用する場合を含む︒︶に掲げる額及び肢体不自由児通所医療︵法第二十一条の五の二十

の規定により︑同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給につ

五

二〜四

一

による︒

第二条

︵定義︶

定める基準のうち︑前各号に定める規定による基準以外のもの

の五の十九第一項若しくは第二項の規定により︑法第二十一条の五の四第二項各号︑法第二
この省令に定める基準のう

十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事
項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準

法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう︒

ち︑前各号に定める規定による基準以外のもの
︵略︶

︵定義︶

︵略︶
法第二十一条の五の三第二項第二号︵法第二十一条の五の十三第二項

通所給付決定保護者

第二条
一
二〜四
通所利用者負担額

いて適用する場合を含む︒︶に掲げる額及び肢体不自由児通所医療︵法第二十一条の五の二十

る費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支

の規定により︑同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給につ

五

九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう︒以下同じ︒︶につき健康保険の療養に要す

法第二十一条の五の七第十一項︵法第二十一条の五の十三第二項の規定に

給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう︒
︵略︶
法定代理受領

じ︒︶が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定に

する場合を含む︒︶の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村︵特別区を含む︒以下同

一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう︒

より通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の

じ︒︶が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十八第三項の規定に

する場合を含む︒︶の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村︵特別区を含む︒以下同

より︑同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用

十

六〜九

る費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支
︵略︶
法第二十一条の五の七第十一項︵法第二十一条の五の十三第二項の規定に

給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう︒
六〜九

法定代理受領

より通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の

より︑同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用

十

一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう︒
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十一 共生型通所支援 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第
一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう︒
十二 ︵略︶
十三 多機能型事業所 第四条に規定する指定児童発達支援の事業︑第五十五条に規定する指
定医療型児童発達支援の事業︑第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業︑第
七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第七十二条に規定する指定
保育所等訪問支援の事業並びに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︵平成十八年
厚生労働省令第百七十一号︒以下﹁指定障害福祉サービス等基準﹂という︒︶第七十七条に規
定する指定生活介護の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立
訓練︵機能訓練︶の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓
練︵生活訓練︶の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行
支援の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援Ａ型の
事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業
のうち二以上の事業を一体的に行う事業所︵指定障害福祉サービス等基準に規定する事業の
みを行う事業所を除く︒︶のことをいう︒

︵略︶

︵新設︶
十一

十二 多機能型事業所 第四条に規定する指定児童発達支援の事業︑第五十五条に規定する指
定医療型児童発達支援の事業︑第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び
第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに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︵平成十八年厚生労働省令第百七十一号︒以下﹁指定障害福祉サービス等基準﹂
という︒︶第七十七条に規定する指定生活介護の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百五十
五条に規定する指定自立訓練︵機能訓練︶の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百六十五
条に規定する指定自立訓練︵生活訓練︶の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百七十四条
に規定する指定就労移行支援の事業︑指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する
指定就労継続支援Ａ型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定
就労継続支援Ｂ型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所︵指定障害福祉サービス
等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く︒︶のことをいう︒

４

︵指定障害児通所支援事業者等の一般原則︶
第三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 指定障害児通所支援事業者等は︑地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い︑都道府
県︑市町村︑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︵平成十七年法律
第百二十三号︶第五条第一項に規定する障害福祉サービス︵第二十条︑第四十九条及び第六十
六条において﹁障害福祉サービス﹂という︒︶を行う者︑児童福祉施設その他の保健医療サービ
ス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない︒
︵略︶

４

︵指定障害児通所支援事業者等の一般原則︶
第三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 指定障害児通所支援事業者等は︑地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い︑都道府
県︑市町村︑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︵平成十七年法律
第百二十三号︶第五条第一項に規定する障害福祉サービス︵以下﹁障害福祉サービス﹂という︒︶
を行う者︑児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に
努めなければならない︒
︵略︶
︵従業者の員数︶
第五条 ︵略︶

一 指導員又は保育士︵国家戦略特別区域法︵平成二十五年法律第百七号︒以下﹁特区法﹂と
いう︒︶第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっ
ては︑保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士︒以下この条におい
て同じ︒︶ 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童
発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が︑イ又はロに掲げる障害児の数の区分
に応じ︑それぞれイ又はロに定める数以上

︵従業者の員数︶
第五条 指定児童発達支援の事業を行う者︵以下﹁指定児童発達支援事業者﹂という︒︶が当該事
業を行う事業所︵以下﹁指定児童発達支援事業所﹂という︒︶︵児童発達支援センターであるも
のを除く︒以下この条において同じ︒︶に置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒

一 児童指導員︵児童福祉施設の設備及び運営に関する基準︵昭和二十三年厚生省令第六十三
号︶第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう︒以下同じ︒︶︑保育士︵国家戦略特別区
域法︵平成二十五年法律第百七号︒以下﹁特区法﹂という︒︶第十二条の五第五項に規定する
事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては︑保育士又は当該事業実施区域に
係る国家戦略特別区域限定保育士︒以下この条において同じ︒︶又は学校教育法︵昭和二十二
年法律第二十六号︶の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者︑同法第九十
条第二項の規定により大学への入学を認められた者︑通常の課程による十二年の学校教育を
修了した者︵通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む︒︶若
しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって︑二年以上障害
福祉サービスに係る業務に従事したもの︵以下﹁障害福祉サービス経験者﹂という︒
︶ 指定
児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供
に当たる児童指導員︑保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が︑イ又はロに掲げる障
害児の数の区分に応じ︑それぞれイ又はロに定める数以上
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イ・ロ

︵略︶

児童発達支援管理責任者︵児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に

前項各号に掲げる従業者のほか︑指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要

規定する児童発達支援管理責任者をいう︒以下同じ︒︶ 一以上

二

２

︵略︶

児童発達支援管理責任者︵児童福祉施設の設備及び運営に関する基準︵昭和二十三年厚生

イ・ロ

省令第六十三号︶第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう︒以下同じ︒︶

二
一以上

前項各号に掲げる従業者のほか︑指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要

員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援

る職員をいう︒以下同じ︒︶を置かなければならない︒この場合において︑当該機能訓練担当職

な機能訓練を行う場合には︑機能訓練担当職員︵日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当す

２

る職員をいう︒以下同じ︒︶を置かなければならない︒この場合において︑当該機能訓練担当職

の提供に当たる場合には︑当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めるこ

な機能訓練を行う場合には︑機能訓練担当職員︵日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当す
員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援

は︑次のとおりとする︒

障害児をいう︒以下同じ︒︶を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数

前二項の規定にかかわらず︑主として重症心身障害児︵法第七条第二項に規定する重症心身

の提供に当たる場合には︑当該機能訓練担当職員の数を児童指導員︑保育士又は障害福祉サー
３

とができる︒

前二項の規定にかかわらず︑主として重症心身障害児︵法第七条第二項に規定する重症心身

ビス経験者の合計数に含めることができる︒
３
障害児をいう︒以下同じ︒︶を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数
は︑次のとおりとする︒ただし︑指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については︑第四号の機能訓練担当職員

︵略︶

を置かないことができる︒
看護師

一以上

一

指導員をいう︒以下同じ︒︶又は保育士

５

４

第一項第一号の指導員又は保育士のうち︑一人以上は︑常勤でなければならない︒

︵略︶

一以上

︵略︶

一以上

二

機能訓練担当職員

︵略︶

一

︵略︶

看護職員︵保健師︑助産師︑看護師又は准看護師をいう︒以下同じ︒︶ 一以上

二
児童指導員又は保育士

四

児童指導員︵児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童

三
︵略︶

五

三

四
︵略︶

第一項第一号の児童指導員︑保育士又は障害福祉サービス経験者のうち︑一人以上は︑常勤

一以上

五
４

︵新設︶

５

第一項第一号の児童指導員︑保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は︑児童指導員

でなければならない︒
又は保育士でなければならない︒

６

︵略︶

︵略︶
︵略︶

６

第六条

︵略︶
︵略︶

７
第六条

第二項の規定にかかわらず︑主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に

２・３

一

看護師

一以上
︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵指定児童発達支援の取扱方針︶

５・６

二

に含めることができる︒

の場合において︑当該各号に掲げる従業者については︑その数を児童指導員及び保育士の総数

は︑第一項各号に掲げる従業者のほか︑次の各号に掲げる従業者を置かなければならない︒こ

４

︵略︶

一以上

２・３
︵略︶

看護職員

４

一
︵略︶
︵略︶

二
５・６

︵指定児童発達支援の取扱方針︶

指定児童発達支援事業者は︑その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い︑常にその改

第二十六条
２

︵略︶

︵略︶

３

第二十六条
２

︵略︶

善を図らなければならない︒

３
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４

指定児童発達支援事業者は︑前項の規定により︑その提供する指定児童発達支援の質の評価
及び改善を行うに当たっては︑次に掲げる事項について︑自ら評価を行うとともに︑当該指定
児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて︑その改善を図らなければ
当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向︑障害児の適性︑障

ならない︒
一

四

三

二

当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提

関係機関及び地域との連携︑交流等の取組の状況

指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

五
緊急時等における対応方法及び非常災害対策

供︑助言その他の援助の実施状況
六
指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
指定児童発達支援事業者は︑おおむね一年に一回以上︑前項の評価及び改善の内容をインター

七
５
ネットの利用その他の方法により公表しなければならない︒

指定児童発達支援事業者は︑指定児童発達支援を利用しようとする障害児が︑これ

︵情報の提供等︶

︵略︶

する情報の提供を行わなければならない︒

を適切かつ円滑に利用できるように︑当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関

第四十八条

２
︵利益供与等の禁止︶

指定児童発達支援事業者は︑障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び

︵新設︶

︵新設︶

指定児童発達支援事業者は︑指定児童発達支援を利用しようとする障害児が︑これ

︵情報の提供等︶

を適切かつ円滑に利用できるように︑当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関

第四十八条

︵略︶

する情報の提供を行うよう努めなければならない︒
２

指定児童発達支援事業者は︑障害児相談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び

︵利益供与等の禁止︶

特定相談支援事業を行う者︵次項において﹁障害児相談支援事業者等﹂という︒︶︑障害福祉サー

社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは

第四十九条

ビスを行う者等又はその従業者に対し︑障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事

社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは

第四十九条

特定相談支援事業を行う者︵次項において﹁障害児相談支援事業者等﹂という︒︶︑障害福祉サー

︵略︶

︵略︶

︵苦情解決︶

︵略︶

ビスを行う者等又はその従業者に対し︑障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事
２

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︒

︵略︶

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︒
２
︵苦情解決︶

指定児童発達支援事業者は︑その提供した指定児童発達支援に関し︑法第二十一条の五の二

第五十条
２

︵略︶

︵略︶

第五十条
２

３

﹁都道府県知事等﹂という︒︶が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

設置市にあっては児童相談所設置市の長とする︒︶又は市町村長︵以下この項及び次項において

の物件の検査に応じ︑及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦

命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他

﹁都道府県知事等﹂という︒︶が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の

設置市にあっては児童相談所設置市の長とする︒︶又は市町村長︵以下この項及び次項において

十一第一項の規定により都道府県知事︵指定都市にあっては指定都市の市長とし︑児童相談所

指定児童発達支援事業者は︑その提供した指定児童発達支援に関し︑法第二十一条の五の二

命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他

十二第一項の規定により都道府県知事︵指定都市にあっては指定都市の市長とし︑児童相談所

３

の物件の検査に応じ︑及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦

情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに︑都道府県知事等から指導又は助言
︵略︶

情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに︑都道府県知事等から指導又は助言

４・５

を受けた場合は︑当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない︒
︵略︶

を受けた場合は︑当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない︒
４・５
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︵略︶

︵地域との連携等︶
第五十一条
指定児童発達支援事業者︵児童発達支援センターである児童発達支援事業所において︑指定

︵略︶

︵地域との連携等︶

指定児童発達支援事業者︵児童発達支援センターである児童発達支援事業所において︑指定

第五十一条

害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い︑在学し︑若しくは在籍する保育所︑学校教育法

若しくは特別支援学校若しくは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

︵昭和二十二年法律第二十六号︶に規定する幼稚園︑小学校︵義務教育学校の前期課程を含む︒︶

害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い︑在学し︑若しくは在籍する保育所︑学校教育法

児童発達支援の事業を行うものに限る︒︶は︑通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し︑障

２

に規定する幼稚園︑小学校︵義務教育学校の前期課程を含む︒︶若しくは特別支援学校若しくは

関する法律︵平成十八年法律第七十七号︶第二条第六項に規定する認定こども園その他児童が

児童発達支援の事業を行うものに限る︒︶は︑通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し︑障

２

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︵平成十八年法律第

集団生活を営む施設からの相談に応じ︑助言その他の必要な援助を行うよう努めなければなら
︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

ない︒

七十七号︶第二条第六項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からの相談

共生型障害児通所支援に関する基準

に応じ︑助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない︒
第五節
児童発達支援に係る共生型通所支援︵以下﹁共生型児童発達支援﹂という︒︶の

︵共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準︶
第五十四条の二

事業を行う指定生活介護事業者︵指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指
定生活介護事業者をいう︒第五十四条の十において同じ︒︶が当該事業に関して満たすべき基準
は︑次のとおりとする︒
指定生活介護事業所︵指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活
介護事業所をいう︒以下同じ︒︶の従業者の員数が︑当該指定生活介護事業所が提供する指定

一

生活介護︵指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう︒以下同
じ︒︶の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数
の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であ
共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため︑障害児入所

ること︒
二

施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること︒
共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者︵指定居宅サービス等の

︵共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準︶
第五十四条の三

事業の人員︑設備及び運営に関する基準︵平成十一年厚生省令第三十七号︒以下﹁指定居宅サー
ビス等基準﹂という︒︶第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう︒︶又は指定地域
密着型通所介護事業者︵指定地域密着型サービスの事業の人員︑設備及び運営に関する基準︵平
成十八年厚生労働省令第三十四号︒以下﹁指定地域密着型サービス基準﹂という︒︶第二十条第
一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう︒︶︵第五十四条の十一において﹁指定通
指定通所介護事業所︵指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護

所介護事業者等﹂という︒︶が当該事業に関して満たすべき基準は︑次のとおりとする︒
一

事業所をいう︒︶又は指定地域密着型通所介護事業所︵指定地域密着型サービス基準第二十条
第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう︒︶︵以下﹁指定通所介護事業所等﹂
という︒︶の食堂及び機能訓練室︵指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又は指定
地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう︒第
五十四条の十一第一号において同じ︒︶の面積を︑指定通所介護︵指定居宅サービス等基準第
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九十二条に規定する指定通所介護をいう︒︶又は指定地域密着型通所介護︵指定地域密着型
サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう︒︶︵以下﹁指定通所介護等﹂
という︒︶の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積
が三平方メートル以上であること︒
二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が︑当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所
介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児
の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以
上であること︒
三 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため︑障害児入所
施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること︒
︵共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準︶
第五十四条の四 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者︵指定地 ︵新設︶
域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をい
う︒︶︑指定看護小規模多機能型居宅介護事業者︵指定地域密着型サービス基準第百七十一条第
一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう︒︶︵第五十四条の十二において
﹁指定小規模多機能型居宅介護事業者等﹂という︒︶又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護
事業者︵指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員︑設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準︵平成十八年厚生
労働省令第三十六号︒以下﹁指定地域密着型介護予防サービス基準﹂という︒︶第四十四条第一
項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう︒︶が当該事業に関して満たす
べき基準は︑次のとおりとする︒
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所︵指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規
定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう︒︶︑指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所︵指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所をいう︒︶又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所︵指定地域密着型介
護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
所をいう︒第五十四条の十二において同じ︒︶︵以下﹁指定小規模多機能型居宅介護事業所等﹂
という︒︶の登録定員︵当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者︵指定地域密着型
サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防
サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう︒︶の数と共生型生活介護︵指定障害
福祉サービス等基準第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう︒︶︑共生型自立訓練︵機
能訓練︶︵指定障害福祉サービス等基準第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練︵機能訓
練︶をいう︒︶若しくは共生型自立訓練︵生活訓練︶︵指定障害福祉サービス等基準第百七十一
条の二に規定する共生型自立訓練︵生活訓練︶をいう︒︶又は共生型児童発達支援若しくは共
生 型 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス ︵第 七 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 共 生 型 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を い
う︒︶︵以下﹁共生型通いサービス﹂という︒︶を利用するために当該指定小規模多機能型居宅
介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう︒以下この条にお
いて同じ︒︶を二十九人︵サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所︵指定地域密着型
サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所
をいう︒第五十四条の十二において同じ︒︶︑サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護
事業所︵指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所をいう︒第五十四条の十二において同じ︒︶又はサテライト型
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所︵指定地域密着型介護予防サービス基準第四十
四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう︒︶
︵以下﹁サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等﹂という︒︶にあっては︑十八人︶
以下とすること︒
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二

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護︵指定地域
密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう︒︶︑指定看護
小規模多機能型居宅介護︵指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規
模多機能型居宅介護をいう︒︶︵第五十四条の十二において﹁指定小規模多機能型居宅介護等﹂
という︒︶又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護︵指定地域密着型介護予防サービス基準
第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう︒︶のうち通いサービス
︵指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域
密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう︒以下同じ︒︶
の利用定員︵当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生
型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう︒︶を登録
定員の二分の一から十五人︵登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業
所等にあっては︑登録定員に応じて︑次の表に定める利用定員︑サテライト型指定小規模多

二十八人

二十六人又は二十七人

登録定員

十八人

十七人

十六人

利用定員

機能型居宅介護事業所等にあっては︑十二人︶までの範囲内とすること︒

二十九人

指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂︵指定地域密着型サービス基準第六
十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービ

三

ス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう︒︶は︑機能を十分に発揮しう
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が︑当該指定小規模多機能型居宅介

る適当な広さを有すること︒
護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通い

四

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型
サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第
共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため︑障害児入所

四十四条に規定する基準を満たしていること︒

第四条︑第七条︑第八条及び前節︵第十一条を除く︒︶の規定は︑共生型児童発

施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること︒

五
︵準用︶
第五十四条の五

︵新設︶

基準該当通所支援に関する基準

第五節

基準該当通所支援に関する基準

児童発達支援に係る基準該当通所支援︵以下﹁基準該当児童発達支援﹂という︒︶

第六節

達支援の事業について準用する︒

第五十四条の二

︵従業者の員数︶
︵略︶

︵従業者の員数︶
第五十四条の六

の事業を行う者︵以下﹁基準該当児童発達支援事業者﹂という︒︶が当該事業を行う事業所︵以

下﹁基準該当児童発達支援事業所﹂という︒︶に置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりと
する︒


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

一 児童指導員︑保育士︵特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準該
当児童発達支援事業所にあっては︑保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限
定保育士︒以下この号において同じ︒︶又は障害福祉サービス経験者 基準該当児童発達支援
の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる
児童指導員︑保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が︑イ又はロに掲げる障害児の数
の区分に応じ︑それぞれイ又はロに定める数以上
イ・ロ ︵略︶
二 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 第一項第一号の児童指導員︑保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は︑児童指導員
又は保育士でなければならない︒
第五十四条の七・第五十四条の八 ︵略︶
︵準用︶
第五十四条の九 第四条︑第七条及び第四節︵第十一条︑第二十三条第一項及び第四項︑第二十
四条︑第二十五条第一項︑第三十一条︑第三十三条︑第四十六条並びに第五十一条第二項を除
く︒︶の規定は︑基準該当児童発達支援の事業について準用する︒
︵指定生活介護事業所に関する特例︶
第五十四条の十 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が
提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介
護を提供する場合には︑当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と︑当該指定生活介護を行
う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす︒この場合において︑この節︵前
条︵第二十三条第二項︑第三項︑第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る︒︶を除く︒︶の
規定は︑当該指定生活介護事業所については適用しない︒

一・二 ︵略︶
︵指定通所介護事業所等に関する特例︶
第五十四条の十一 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支
援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通
所介護等を提供する場合には︑当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と︑当該指定通所
介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす︒この場合におい
て︑この節︵第五十四条の九︵第二十三条第二項︑第三項︑第五項及び第六項の規定を準用す
る部分に限る︒︶を除く︒︶の規定は︑当該指定通所介護事業所等については適用しない︒

︵略︶

一 指導員又は保育士︵特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準該当
児童発達支援事業所にあっては︑保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定
保育士︒以下この号において同じ︒︶ 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時
間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が︑
イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ︑それぞれイ又はロに定める数以上
イ・ロ ︵略︶
二 ︵略︶
２ ︵略︶
︵新設︶
第五十四条の三・第五十四条の四
︵準用︶

第五十四条の五 第四条︑第七条及び前節︵第十一条︑第二十三条第一項及び第四項︑第二十四
条︑第二十五条第一項︑第三十一条︑第三十三条︑第四十六条並びに第五十一条第二項を除く︒︶
の規定は︑基準該当児童発達支援の事業について準用する︒
︵指定生活介護事業所に関する特例︶
第五十四条の六 次の各号に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者︵指定障害福祉サービス
等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう︒︶が地域において児童発達支援
が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活
介護︵指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう︒以下同じ︒︶を
提供する場合には︑当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と︑当該指定生活介護を行う指
定生活介護事業所︵指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事
業所をいう︒以下同じ︒︶を基準該当児童発達支援事業所とみなす︒この場合において︑この節
︵前条︵第二十三条第二項︑第三項︑第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る︒︶を除く︒︶
の規定は︑当該指定生活介護事業所については適用しない︒
一・二 ︵略︶
︵指定通所介護事業所等に関する特例︶
第五十四条の七 次の各号に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者︵指定居宅サービス等の
事業の人員︑設備及び運営に関する基準︵平成十一年厚生省令第三十七号︒以下﹁指定居宅サー
ビス等基準﹂という︒︶第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう︒︶又は指定地域
密着型通所介護事業者︵指定地域密着型サービスの事業の人員︑設備及び運営に関する基準︵平
成十八年厚生労働省令第三十四号︒以下﹁指定地域密着型サービス基準﹂という︒︶第二十条第
一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう︒︶が地域において児童発達支援が提供さ
れていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護︵指
定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう︒︶又は指定地域密着型通所介
護︵指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう︒︶︵以下
﹁指定通所介護等﹂という︒︶を提供する場合には︑当該指定通所介護等を基準該当児童発達支
援と︑当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所︵指定居宅サービス等基準第九十三条第
一項に規定する指定通所介護事業所をいう︒︶又は指定地域密着型通所介護事業所︵指定地域密
着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう︒︶︵以下﹁指
定通所介護事業所等﹂という︒︶を基準該当児童発達支援事業所とみなす︒この場合において︑
この節︵第五十四条の五︵第二十三条第二項︑第三項︑第五項及び第六項の規定を準用する部
分に限る︒︶を除く︒︶の規定は︑当該指定通所介護事業所等については適用しない︒

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


一

当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を︑指定通所介護等の利用者の数
とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の
数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること︒

当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室︵指定居宅サービス等基準第九十五条第

二項第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機

一

能訓練室をいう︒︶の面積を︑指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児

童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三
平方メートル以上であること︒
︵略︶

二・三

︵略︶

二・三

ス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く︒以下この条において同じ︒︶を提供す

に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス︵指定地域密着型介護予防サービ

いて児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児

規模多機能型居宅介護︵指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能

援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小

第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう︒︶が地域において児童発達支

う︒︶又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者︵指定地域密着型サービス基準第百七十一条

域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をい

次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者︵指定地

︵指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例︶

る場合には︑当該通いサービスを基準該当児童発達支援と︑当該通いサービスを行う指定小規

型居宅介護をいう︒︶又は指定看護小規模多機能型居宅介護︵指定地域密着型サービス基準第百

第五十四条の八

模多機能型居宅介護事業所等︵指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く︒以下この

七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう︒
︶のうち通いサービス︵指定地域密

次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域にお

︵指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例︶

条において同じ︒︶を基準該当児童発達支援事業所とみなす︒この場合において︑この節︵第五

第五十四条の十二

十四条の九︵第二十三条第二項︑第三項︑第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る︒︶を

着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する通いサービスをいう︒

以下同じ︒︶を提供する場合には︑当該通いサービスを基準該当児童発達支援と︑当該通いサー

除く︒︶の規定は︑当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない︒

ビスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所︵指定地域密着型サービス基準第六十三条第一

項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう︒︶又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所︵指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所をいう︒︶︵以下﹁指定小規模多機能型居宅介護事業所等﹂という︒︶を基準該

当児童発達支援事業所とみなす︒この場合において︑この節︵第五十四条の五︵第二十三条第

二項︑第三項︑第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る︒︶を除く︒︶の規定は︑当該指定

れる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス

福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練︵生活訓練︶とみなさ

二の規定により基準該当自立訓練︵機能訓練︶とみなされる通いサービス若しくは指定障害

基準該当生活介護とみなされる通いサービス︑指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の

に規定する登録者をいう︒︶の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により

事業所等の登録者︵指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項

スとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

若しくは第七十一条の四において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービ

れる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス

福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練︵生活訓練︶とみなさ

二の規定により基準該当自立訓練︵機能訓練︶とみなされる通いサービス若しくは指定障害

基準該当生活介護とみなされる通いサービス︑指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の

に規定する登録者をいう︒︶の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により

事業所等の登録者︵指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員︵当該指定小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない︒

若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービ

登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう︒以下この条において同じ︒
︶を二

一

スとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

十九人︵サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所︵指定地域密着型サービス基準第

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員︵当該指定小規模多機能型居宅介護

登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう︒以下この条において同じ︒︶を二

一

十九人︵サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模

六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう︒以下同

じ︒︶にあっては︑十八人︶以下とすること︒

多機能型居宅介護事業所にあっては︑十八人︶以下とすること︒


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数

なされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用するこの条の規定により基準該

︵生活訓練︶とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみ

ビス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練

等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練︵機能訓練︶とみなされる通いサー

四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス︑指定障害福祉サービス

機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第九十

る指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては︑登録定員に応じて︑次の表に定める利

の一日当たりの上限をいう︒︶を登録定員の二分の一から十五人︵登録定員が二十五人を超え

当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数

なされる通いサービス若しくは第七十一条の四において準用するこの条の規定により基準該

︵生活訓練︶とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみ

ビス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練

等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練︵機能訓練︶とみなされる通いサー

四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス︑指定障害福祉サービス

機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス等基準第九十

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員︵当該指定小規模多

の一日当たりの上限をいう︒︶を登録定員の二分の一から十五人︵登録定員が二十五人を超え

用定員︑サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては︑十二人︶までの範囲

二

る指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては︑登録定員に応じて︑次の表に定める利

内とすること︒

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員︵当該指定小規模多

用定員︑サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模

二

多機能型居宅介護事業所にあっては︑十二人︶までの範囲内とすること︒
三

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が︑当該指定小規模多機能型居

︵略︶

︵表略︶

︵略︶

︵表略︶
三

四

訓練︶とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の

ビス︑指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練︵機能

害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサー

り基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の四において準用す

規定により基準該当自立訓練︵生活訓練︶とみなされる通いサービス又はこの条の規定によ

訓練︶とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の

ビス︑指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練︵機能

害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサー

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が︑当該指定小規模多機能型居

規定により基準該当自立訓練︵生活訓練︶とみなされる通いサービス又はこの条の規定によ

るこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障

宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障

四

り基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第七十一条の六において準用す

害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十

医療型児童発達支援

るこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障

第三章

︵略︶

指定医療型児童発達支援の事業を行う者︵以下﹁指定医療型児童発達支援事業者﹂

一以上

︵略︶

︵略︶

︵略︶

看護師

︵新設︶

２・３

五・六

四

一〜三

き従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒

という︒︶が当該事業を行う事業所︵以下﹁指定医療型児童発達支援事業所﹂という︒︶に置くべ

第五十六条

︵従業者の員数︶

五

害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十

医療型児童発達支援

三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること︒

第三章

︵略︶

三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること︒
五

︵略︶

︵従業者の員数︶
第五十六条

一以上

︵略︶

看護職員

一〜三
四
︵略︶
︵略︶

五・六
２・３

指定医療型児童発達支援事業者は︑指定医療型児童発達支援を利用しようとす

︵情報の提供等︶
第六十三条の二

る障害児が︑これを適切かつ円滑に利用できるように︑当該指定医療型児童発達支援事業者が
指定医療型児童発達支援事業者は︑当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする

実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない︒
場合において︑その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない︒

２

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


︵準用︶
第六十四条

第 十 二 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で︑ 第 二 十 四 条︑ 第 二 十 六 条 ︵第 四 項 及 び 第 五 項 を 除

︵準用︶

第十二条から第二十二条まで︑第二十四条︑第二十六条から第三十四条まで︑第三

童発達支援計画﹂とあるのは﹁医療型児童発達支援計画﹂と︑第三十四条中﹁医療機関﹂とあ

十二条第二項中﹁次条﹂とあるのは﹁第六十条﹂と︑第二十六条第一項及び第二十七条中﹁児

﹁第六十三条﹂と︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び﹂とあるのは﹁いう︒﹂と︑第二

援の事業について準用する︒この場合において︑第十二条第一項中﹁第三十七条﹂とあるのは

十七条まで︑第四十九条から第五十二条まで及び第五十四条の規定は︑指定医療型児童発達支

第五十四条第二項第三号中﹁第三十五条﹂とあるのは﹁第六十二条﹂と読み替えるものとする︒

十三条中﹁従業者の勤務の体制︑前条の協力医療機関﹂とあるのは﹁従業者の勤務の体制﹂と︑

児童発達支援計画﹂と︑第三十四条中﹁医療機関﹂とあるのは﹁他の専門医療機関﹂と︑第四

﹁次条﹂とあるのは﹁第六十条﹂と︑第二十七条中﹁児童発達支援計画﹂とあるのは﹁医療型

と︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び﹂とあるのは﹁いう︒﹂と︑第二十二条第二項中

いて準用する︒この場合において︑第十二条第一項中﹁第三十七条﹂とあるのは﹁第六十三条﹂

第四十九条から第五十二条まで及び第五十四条の規定は︑指定医療型児童発達支援の事業につ

十六条︑第三十八条から第四十一条まで︑第四十三条から第四十七条まで︑第四十八条第一項︑

第六十四条

るのは﹁他の専門医療機関﹂と︑第四十三条中﹁従業者の勤務の体制︑前条の協力医療機関﹂

く︒︶から第三十四条まで︑第三十六条︑第三十八条から第四十一条まで︑第四十三条から第四

とあるのは﹁従業者の勤務の体制﹂と︑第五十四条第二項第二号中﹁児童発達支援計画﹂とあ
るのは﹁医療型児童発達支援計画﹂と︑第五十四条第二項第三号中﹁第三十五条﹂とあるのは

放課後等デイサービス

第四章

放課後等デイサービス

第四章

﹁第六十二条﹂と読み替えるものとする︒

指定放課後等デイサービスの事業を行う者︵以下﹁指定放課後等デイサービス事業

児童指導員︑保育士︵特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定放

域限定保育士︒以下この条において同じ︒︶又は学校教育法の規定による高等学校若しくは中

課後等デイサービス事業所にあっては︑保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区

一

置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒

者﹂という︒︶が当該事業を行う事業所︵以下﹁指定放課後等デイサービス事業所﹂という︒︶に

第六十六条

︵従業者の員数︶

︵略︶

︵従業者の員数︶
第六十六条

児童指導員︑保育士︵特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定放

等教育学校を卒業した者︑同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者︑

課後等デイサービス事業所にあっては︑保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区

一
域限定保育士︒以下この条において同じ︒︶又は障害福祉サービス経験者

通常の課程による十二年の学校教育を修了した者︵通常の課程以外の課程によりこれに相当

指定放課後等デイ

サービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの

する学校教育を修了した者を含む︒︶若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有する

一以上

︵略︶
︵略︶

イ・ロ

又はロに定める数以上

害福祉サービス経験者の合計数が︑イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ︑それぞれイ

間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員︑保育士又は障

福祉サービス経験者﹂という︒︶ 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時

と認定した者であって︑二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの︵以下﹁障害

提供に当たる児童指導員︑保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が︑イ又はロに掲げ

︵略︶

る障害児の数の区分に応じ︑それぞれイ又はロに定める数以上

イ・ロ

︵略︶

前二項の規定にかかわらず︑主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス

︵略︶

二
２

︵略︶
︵略︶

二
２

３

看護職員

三

二

一

機能訓練担当職員

︵略︶

看護師

︵略︶

︵略︶

一以上
四

︵略︶
４〜７

五

一以上

事業所に置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒

前二項の規定にかかわらず︑主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス
事業所に置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒ただし︑指定放課後等デイサー

３

ビスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない
一

時間帯については︑第四号の機能訓練担当職員を置かないことができる︒
二

︵略︶

︵略︶

三〜五

４〜７


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

︵削る︶

︵準用︶

指定放課後等デイサービス事業者は︑指定放課後等デイサービスを利用しようと

︵情報の提供等︶

する障害児が︑これを適切かつ円滑に利用できるように︑当該指定放課後等デイサービス事業

第七十条の二

指定放課後等デイサービス事業者は︑当該指定放課後等デイサービス事業者について広告を

者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない︒
２

指定放課後等デイサービス事業者は︑第七十一条において準用する第二十六条第三項の規定

する場合において︑その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない︒
３

により︑その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価及び改善を行うに当たっては︑次

の各号に掲げる事項について︑自ら評価を行うとともに︑当該指定放課後等デイサービス事業

当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者の意向︑障害児の

者を利用する障害児の保護者による評価を受けて︑その改善を図らなければならない︒
一

四

三

二

当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情

関係機関及び地域との連携︑交流等の取組の状況

指定放課後等デイサービスの事業の用に供する設備及び備品等の状況

従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

適性︑障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

五
六

指定放課後等デイサービスの提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

緊急時等における対応方法及び非常災害対策

報の提供︑助言その他の援助の実施状況
七

指定放課後等デイサービス事業者は︑おおむね一年に一回以上︑前項の評価及び改善の内容

二条から第五十四条までの規定は︑指定放課後等デイサービスの事業について準用する︒この

四条から第四十五条まで︑第四十七条︑第四十九条︑第五十条︑第五十一条第一項及び第五十

第十二条から第二十二条まで︑第二十四条から第三十条まで︑第三十二条︑第三十

をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない︒

４

︵準用︶

四条から第四十五条まで︑第四十七条から第五十条まで︑第五十一条第一項及び第五十二条か

場合において︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び第五十一条第二項﹂とあるのは﹁い

第七十一条

ら第五十四条までの規定は︑指定放課後等デイサービスの事業について準用する︒この場合に

う︒第七十一条において準用する第三十七条第六号﹂と︑第二十二条第二項中﹁次条﹂とある

第十二条から第二十二条まで︑第二十四条から第三十条まで︑第三十二条︑第三十

おいて︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び第五十一条第二項﹂とあるのは﹁いう︒第

のは﹁第七十条﹂と︑第二十七条中﹁児童発達支援計画﹂とあるのは﹁放課後等デイサービス

第七十一条

七十一条において準用する第三十七条第六号﹂と︑第二十二条第二項中﹁次条﹂とあるのは﹁第

計画﹂と読み替えるものとする︒
︵新設︶

七十条﹂と︑第二十五条第二項中﹁第二十三条第二項﹂とあるのは﹁第七十条第二項﹂と︑第

共生型障害児通所支援に関する基準
第七条︑第八条︑第十二条から第二十二条まで︑第二十四条から第三十条まで︑ ︵新設︶

第五節

第七十一条の二〜第七十一条の三の二

︵略︶

基準該当通所支援に関する基準

二十六条第一項︑第二十七条及び第五十四条第二項第二号中﹁児童発達支援計画﹂とあるのは
第五節

﹁放課後等デイサービス計画﹂と読み替えるものとする︒
︵準用︶
第七十一条の二

第三十二条︑第三十四条から第四十五条まで︑第四十七条から第五十条まで︑第五十一条第一
項︑第五十二条から第五十四条の四まで︑第六十五条及び第七十条の規定は︑共生型放課後等

︵略︶

基準該当通所支援に関する基準

デイサービス︵放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう︒︶の事業について準用する︒
第六節

第七十一条の三〜第七十一条の五

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


︵準用︶
第七十一条の六 第七条︑第十二条から第二十二条まで︑第二十五条第二項︑第二十六条から第
三十条まで︑第三十二条︑第三十四条から第四十五条まで︑第四十七条から第五十条まで︑第
五十一条第一項︑第五十二条から第五十四条まで︑第五十四条の十から第五十四条の十二まで︑
第六十五条及び第七十条︵第一項を除く︒︶の規定は︑基準該当放課後等デイサービスの事業に
ついて準用する︒
第五章 居宅訪問型児童発達支援
第一節 基本方針
第七十一条の七 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援︵以下﹁指定居宅訪問型児童発達
支援﹂という︒︶の事業は︑障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し︑並び
に生活能力の向上を図ることができるよう︑当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置か
れている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない︒
第二節 人員に関する基準
︵従業者の員数︶
第七十一条の八 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者︵以下﹁指定居宅訪問型児童発達
支援事業者﹂という︒︶が当該事業を行う事業所︵以下﹁指定居宅訪問型児童発達支援事業所﹂
という︒︶に置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒
一 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
二 児童発達支援管理責任者 一以上
２ 前項第一号に掲げる訪問支援員は︑理学療法士︑作業療法士︑言語聴覚士︑看護職員若しく
は保育士︵特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発
達支援事業所にあっては︑保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士︶
の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員︵学校教育法の規定による大学の学
部で︑心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって︑個人
及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をい
う︒︶として配置された日以後︑障害児について︑入浴︑排せつ︑食事その他の介護を行い︑及
び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本
的な動作の指導︑知識技能の付与︑生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援︵以下﹁訓
練等﹂という︒︶を行い︑及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う
業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければならない︒
３ 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は︑専ら当該指定居宅訪問型
児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない︒
︵準用︶
第七十一条の九 第七条の規定は︑指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する︒この
場合において︑同条中﹁ただし︑﹂とあるのは︑﹁ただし︑第七十一条の八第一項第一号に掲げる
訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き︑﹂と読
み替えるものとする︒
第三節 設備に関する基準
︵設備︶
第七十一条の十 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には︑事業の運営を行うために必要な広さ
を有する専用の区画を設けるほか︑指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品
等を備えなければならない︒
前項に規定する設備及び備品等は︑専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供す
るものでなければならない︒ただし︑障害児の支援に支障がない場合は︑この限りでない︒
２

︵新設︶

︵準用︶
第七十一条の四 第七条︑第十二条から第二十二条まで︑第二十五条第二項︑第二十六条から第
三十条まで︑第三十二条︑第三十四条から第四十五条まで︑第四十七条︑第四十九条︑第五十
条︑第五十一条第一項︑第五十二条から第五十四条まで︑第五十四条の六から第五十四条の八
まで︑第六十五条︑第七十条︵第一項を除く︒︶及び第七十条の二の規定は︑基準該当放課後等
デイサービスの事業について準用する︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

第四節

運営に関する基準
指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑従業者に身分を証する書類を携行さ

︵身分を証する書類の携行︶
第七十一条の十一
せ︑初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められた
ときは︑これを提示すべき旨を指導しなければならない︒
指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑指定居宅訪問型児童発達支援を提供

︵通所利用者負担額の受領︶
した際は︑通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額

第七十一条の十二

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支

の支払を受けるものとする︒
援を提供した際は︑通所給付決定保護者から︑当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通

２

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑前二項の支払を受ける額のほか︑通所給付決定保護

所支援費用基準額の支払を受けるものとする︒
者の選定により通常の事業の実施地域︵当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指

３

定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう︒次条第五号において同じ︒︶以外の地域にお
いて指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は︑それに要した交通費の額の支払を通所給
指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑前三項の費用の額の支払を受けた場合は︑当該費用

付決定保護者から受けることができる︒
４

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑第三項の交通費については︑あらかじめ︑通所給付

に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない︒

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は︑指定居宅訪問型児童発達支援事業所

決定保護者に対し︑その額について説明を行い︑通所給付決定保護者の同意を得なければなら

５
ない︒
︵運営規程︶

ごとに︑次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければな

第七十一条の十三

三

二

一

指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及

営業日及び営業時間

従業者の職種︑員数及び職務の内容

事業の目的及び運営の方針

らない︒

四

七

六

五

その他運営に関する重要事項

虐待の防止のための措置に関する事項

緊急時等における対応方法

サービスの利用に当たっての留意事項

通常の事業の実施地域

びその額

八

第十二条から第二十二条まで︑第二十四条︑第二十五条︑第二十六条︵第四

九
︵準用︶

項及び第五項を除く︒︶︑第二十七条から第三十条まで︑第三十二条︑第三十四条から第三十六

第七十一条の十四

条まで︑第三十八条︑第四十一条から第四十五条まで︑第四十七条︑第四十九条︑第五十条︑
第五十一条第一項︑第五十二条から第五十四条まで及び第六十三条の二の規定は︑指定居宅訪

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


問型児童発達支援の事業について準用する︒この場合において︑第十二条第一項中﹁第三十七
条﹂とあるのは﹁第七十一条の十三﹂と︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び第五十一
条第二項において同じ︒﹂とあるのは﹁いう︒﹂と︑第二十二条第二項中﹁次条﹂とあるのは﹁第
七十一条の十二﹂と︑第二十五条第二項中﹁第二十三条第二項﹂とあるのは﹁第七十一条の十
二第二項﹂と︑第二十六条第一項︑第二十七条及び第五十四条第二項第二号中﹁児童発達支援
計画﹂とあるのは﹁居宅訪問型児童発達支援計画﹂と読み替えるものとする︒
設備に関する基準

保育所等訪問支援

削除

運営に関する基準

第七十一条の十の規定は︑指定保育所等訪問支援の事業について準用する︒

第三節

第六章
︵準用︶
第七十五条

第四節
第七十六条から第七十八条まで

設備に関する基準

保育所等訪問支援

指定保育所等訪問支援事業所には︑事業の運営を行うために必要な広さを有する専

第三節

第五章
︵設備︶

用の区画を設けるほか︑指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければ

第七十五条

前項に規定する設備及び備品等は︑専ら当該指定保育所等訪問支援の事業の用に供するもの

ならない︒
２

第四節

運営に関する基準

でなければならない︒ただし︑障害児の支援に支障がない場合は︑この限りでない︒

指定保育所等訪問支援事業者は︑従業者に身分を証する書類を携行させ︑初回訪問

︵身分を証する書類の携行︶

時及び障害児︑通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族又は訪問する施設から求められ

第七十六条

たときは︑これを提示すべき旨を指導しなければならない︒

指定保育所等訪問支援事業者は︑指定保育所等訪問支援を提供した際は︑通所給付

︵通所利用者負担額の受領︶

決定保護者から当該指定保育所等訪問支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとす

第七十七条

指定保育所等訪問支援事業者は︑法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援を提供した

る︒

際は︑通所給付決定保護者から︑当該指定保育所等訪問支援に係る指定通所支援費用基準額の

２

指定保育所等訪問支援事業者は︑前二項の支払を受ける額のほか︑通所給付決定保護者の選

支払を受けるものとする︒

定により通常の事業の実施地域︵当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指定保育所等訪

３

問支援を提供する地域をいう︒次条第五号において同じ︒︶以外の地域において指定保育所等訪

問支援を提供する場合は︑それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けるこ

指定保育所等訪問支援事業者は︑前三項の費用の額の支払を受けた場合は︑当該費用に係る

とができる︒
４

指定保育所等訪問支援事業者は︑第三項の交通費については︑あらかじめ︑通所給付決定保

領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない︒
５

指定保育所等訪問支援事業者は︑指定保育所等訪問支援事業所ごとに︑次の各号に

︵運営規程︶

護者に対し︑その額について説明を行い︑通所給付決定保護者の同意を得なければならない︒
第七十八条
一

従業者の職種︑員数及び職務の内容

事業の目的及び運営の方針

掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない︒
二


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

︵準用︶
第七十九条

第十二条から第二十二条まで︑第二十四条︑第二十五条︑第二十六条︵第四項及び

三

指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその

営業日及び営業時間

七

六

五

その他運営に関する重要事項

虐待の防止のための措置に関する事項

緊急時等における対応方法

サービスの利用に当たっての留意事項

通常の事業の実施地域

額

四

八

第十二条から第二十二条まで︑第二十四条から第三十条まで︑第三十二条︑第三十

九
︵準用︶

場合において︑第十二条第一項中﹁第三十七条﹂とあるのは﹁第七十九条において準用する第

一から第七十一条の十三までの規定は︑指定保育所等訪問支援の事業について準用する︒この

条︑第五十一条第一項︑第五十二条から第五十四条まで︑第六十三条の二及び第七十一条の十

第三十八条︑第四十一条︑第四十三条から第四十五条まで︑第四十七条︑第四十九条︑第五十

三条中﹁従業者の勤務の体制︑前条の協力医療機関﹂とあるのは﹁従業者の勤務の体制﹂と読

条﹂と︑第二十七条中﹁児童発達支援計画﹂とあるのは﹁保育所等訪問支援計画﹂と︑第四十

項において同じ︒﹂とあるのは﹁いう︒﹂と︑第二十二条第二項中﹁次条﹂とあるのは﹁第七十七

条﹂とあるのは﹁第七十八条﹂と︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び第五十一条第二

保育所等訪問支援の事業について準用する︒この場合において︑第十二条第一項中﹁第三十七

七条から第五十条まで︑第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条までの規定は︑指定

四条から第三十六条まで︑第三十八条︑第四十一条︑第四十三条から第四十五条まで︑第四十

第七十九条

七十一条の十三﹂と︑第十六条中﹁いう︒第三十七条第六号及び第五十一条第二項において同

第五項を除く︒︶︑第二十七条から第三十条まで︑第三十二条︑第三十四条から第三十六条まで︑

じ︒﹂とあるのは﹁いう︒﹂と︑第二十二条第二項中﹁次条﹂とあるのは﹁第七十九条において準

多機能型事業所に関する特例

み替えるものとする︒

多機能型事業所に関する特例

多機能型事業所︵この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る︒︶に係る

支援事業所﹂という︒︶﹂とあり︑並びに同条第二項及び第三項中﹁指定医療型児童発達支援事

とあるのは﹁指定通所支援の﹂と︑第五十六条第一項中﹁事業所︵以下﹁指定医療型児童発達

六項中﹁指定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑﹁指定児童発達支援の﹂

能型事業所﹂と︑同条第五項中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第

とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第四項中﹁指定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機

定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項第一号中﹁指定児童発達支援﹂

第二号イ中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第二項及び第三項中﹁指

援﹂と︑第六条第一項中﹁指定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項

とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第四項中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支

第二項中﹁指定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑﹁指定児童発達支援﹂

機能型事業所﹂と︑同項第一号中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条

ては︑第五条第一項中﹁事業所︵以下﹁指定児童発達支援事業所﹂という︒︶﹂とあるのは﹁多

一項︑第二項及び第四項︑第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用につい

いう︒︶﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項第一号中﹁指定放課後等デイサービス﹂とあ

能型事業所﹂と︑第六十六条第一項中﹁事業所︵以下﹁指定放課後等デイサービス事業所﹂と

とあり︑並びに同条第二項及び第三項中﹁指定医療型児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機

援の﹂と︑第五十六条第一項中﹁事業所︵以下﹁指定医療型児童発達支援事業所﹂という︒︶﹂

援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑﹁指定児童発達支援の﹂とあるのは﹁指定通所支

五項中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第六項中﹁指定児童発達支

援﹂と︑同条第四項中﹁指定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同条第

あるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項第一号中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支

援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第二項及び第三項中﹁指定児童発達支援事業所﹂と

定児童発達支援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項第二号イ中﹁指定児童発達支

と︑同条第四項中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑第六条第一項中﹁指

援事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂

一号中﹁指定児童発達支援﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第二項中﹁指定児童発達支

業所︵以下﹁指定児童発達支援事業所﹂という︒︶﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項第

一項︑第二項及び第四項並びに第七十三条第一項の規定の適用については︑第五条第一項中﹁事

事業を行う者に対する第五条第一項︑第二項及び第四項︑第六条︑第五十六条︑第六十六条第

第八十条

︵従業者の員数に関する特例︶

第六章

用する第七十一条の十二﹂と︑第二十五条第二項中﹁第二十三条第二項﹂とあるのは﹁第七十
九条において準用する第七十一条の十二第二項﹂と︑第二十六条第一項及び第二十七条中﹁児
童発達支援計画﹂とあるのは﹁保育所等訪問支援計画﹂と︑第四十三条中﹁従業者の勤務の体
制︑前条の協力医療機関﹂とあるのは﹁従業者の勤務の体制﹂と︑第五十四条第二項第二号中
第七章

﹁児童発達支援計画﹂とあるのは﹁保育所等訪問支援計画﹂と読み替えるものとする︒

多機能型事業所︵この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る︒︶に係る

︵従業者の員数に関する特例︶
第八十条

業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑第六十六条第一項中﹁事業所︵以下﹁指定放課後等

事業を行う者に対する第五条第一項︑第二項及び第四項︑第六条︑第五十六条︑第六十六条第

デイサービス事業所﹂という︒︶﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑同項第一号中﹁指定放課

後等デイサービス﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第二項中﹁指定放課後等デイサービ

機能型事業所﹂と︑﹁指定放課後等デイサービスの﹂とあるのは﹁指定通所支援の﹂と︑同条第

るのは﹁指定通所支援﹂と︑同条第二項中﹁指定放課後等デイサービス事業所﹂とあるのは﹁多

︵略︶

四項中﹁指定放課後等デイサービス﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂と︑第七十三条第一項中﹁事

２

︵傍線部分は改正部分︶

ス事業所﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑﹁指定放課後等デイサービスの﹂とあるのは﹁指

後

前

定通所支援の﹂と︑同条第四項中﹁指定放課後等デイサービス﹂とあるのは﹁指定通所支援﹂

正

正

業所︵以下﹁指定保育所等訪問支援事業所﹂という︒︶﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂とする︒

改

︵職員︶
︵略︶
︵略︶

第四十九条

主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には︑第一項に規定する職員並びに医

２・３
４

改

と︑第七十一条の八第一項中﹁事業所︵以下﹁指定居宅訪問型児童発達支援事業所﹂という︒︶﹂
とあるのは﹁多機能型事業所﹂と︑第七十三条第一項中﹁事業所︵以下﹁指定保育所等訪問支
︵略︶

援事業所﹂という︒︶﹂とあるのは﹁多機能型事業所﹂とする︒
２

︵略︶

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準︵昭和二十三年厚生省令第六十三号︶の一部を次の表のように改正する︒

︵児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正︶

第二条

︵職員︶
第四十九条
︵略︶

師及び看護師を置かなければならない︒ただし︑児童四十人以下を入所させる施設にあつては

主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には︑第一項に規定する職員並びに医

２・３

栄養士を︑調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる︒

４

師及び看護職員︵保健師︑助産師︑看護師又は准看護師をいう︒以下この条及び第六十三条に

︵略︶

主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は︑児童おおむね二十人
︵略︶

職員及び看護師を置かなければならない︒ただし︑児童四十人以下を入所させる施設にあつて

︵略︶

主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには︑第一項に規定する職

２〜６
７

︵略︶

︵略︶

職員及び看護職員を置かなければならない︒ただし︑児童四十人以下を入所させる施設にあつ

〜

︵職員︶

︵略︶

主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには︑第一項に規定する職

２〜６

︵略︶

員及び看護師を置かなければならない︒ただし︑児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄
８

員及び看護職員を置かなければならない︒ただし︑児童四十人以下を通わせる施設にあつては
︵略︶

養士を︑調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる︒

８

主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員︑保育士︑看

ただし︑機能訓練担当職員の数は︑一人以上でなければならない︒

護師及び機能訓練担当職員の数は︑通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする︒

９

ただし︑機能訓練担当職員の数は︑一人以上でなければならない︒

護職員及び機能訓練担当職員の数は︑通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする︒

９

主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員︑保育士︑看

栄養士を︑調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる︒

７

15

第六十三条

13

︵略︶

13

第六十三条

︵職員︶

︵略︶

12

〜

は栄養士を︑調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる︒

主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には︑第一項に規定する

９〜

につき一人以上とする︒

８

５〜７

おいて同じ︒︶を置かなければならない︒ただし︑児童四十人以下を入所させる施設にあつては
︵略︶

栄養士を︑調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる︒
５〜７

主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は︑児童おおむね二十
︵略︶

人につき一人以上とする︒

８
９〜

11

ては栄養士を︑調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる︒

主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には︑第一項に規定する

11

12
15

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

嘱託医

イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ︑それぞれイ又はロに

一以上

後

看護師

正

一

改

指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は︑次のとおりとする︒ただ

︵従業者の員数︶

し︑四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士を︑

第四条

二

︵略︶

調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないこ
︵略︶

とができる︒
看護職員︵保健師︑助産師︑看護師又は准看護師をいう︒︶ イ又はロに掲げる指定福祉型

︵略︶
︵略︶
︵略︶

三〜六

イ・ロ

定める数

一

︵略︶
︵略︶

的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう︒次条第六項

指定福祉型障害児入所施設が︑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

２・３

︵略︶

２・３

４

において同じ︒︶の指定を受け︑かつ︑指定入所支援と施設障害福祉サービス︵同法第五条第一

項に規定する施設障害福祉サービスをいう︒次条第六項において同じ︒︶とを同一の施設におい

て一体的に提供している場合については︑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︵平成十八年厚

生労働省令第百七十二号︒次条第六項において﹁指定障害者支援施設基準﹂という︒︶第四条に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって︑前三項に規定する基準を満たしているもの

︵略︶

２〜５

第五条

︵略︶

︵略︶

︵設備︶

とみなすことができる︒
第五条
︵略︶

第四十六条

指定福祉型障害児入所施設は︑障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常

︵利益供与等の禁止︶

基準を満たしているものとみなすことができる︒

者支援施設基準第六条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって︑前各項に規定する

設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供している場合については︑指定障害

指定福祉型障害児入所施設が︑指定障害者支援施設の指定を受け︑かつ︑指定入所支援と施

２〜５

６

指定福祉型障害児入所施設は︑障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常

若しくは特定相談支援事業を行う者︵次項において﹁障害児相談支援事業者等﹂という︒︶︑障

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業

害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し︑障害児又はその家族に対して当該指定福祉

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業

型障害児入所施設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
︵略︶

害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し︑障害児又はその家族に対して当該指定福祉

２

型障害児入所施設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
︵略︶

ない︒

２

ない︒

若しくは特定相談支援事業を行う者︵次項において﹁障害児相談支援事業者等﹂という︒︶︑障

第四十六条

︵利益供与等の禁止︶

︵削る︶

︵設備︶

︵削る︶

三〜六

イ・ロ

障害児入所施設の区分に応じ︑それぞれイ又はロに定める数

二

第四条

︵従業者の員数︶

︵児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員︑設備及び運営に関する基準の一部改正︶
第三条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員︑設備及び運営に関する基準︵平成二十四年厚生労働省令第十六号︶の一部を次の表のように改正する︒


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

正

後

２ 前項に規定する相談支援専門員の員数の標準は︑障害児相談支援対象保護者の数︵当該指定
障害児相談支援事業者が︑指定特定相談支援事業者︵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計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準︵平成二
十四年厚生労働省令第二十八号︒以下﹁指定計画相談支援基準﹂という︒︶第一条第十四号に規
定する指定特定相談支援事業者をいう︒以下この条において同じ︒︶の指定を併せて受け︑かつ︑
指定障害児相談支援の事業と指定計画相談支援︵指定計画相談支援基準第一条第十五号に規定
する指定計画相談支援をいう︒以下この項において同じ︒︶の事業とを同一の事業所において一
体的に運営している場合にあっては︑当該事業所において一体的に運営している指定障害児相
談支援の事業における障害児相談支援対象保護者の数及び指定特定相談支援の事業における計
画相談支援対象障害者等︵指定計画相談支援基準第一条第十三号に規定する計画相談支援対象
障害者等をいう︒︶の数の合計数︶が三十五又はその端数を増すごとに一とする︒
３ 前項に規定する障害児相談支援対象保護者の数は︑前六月の平均値とする︒ただし︑新規に
指定を受ける場合は︑推定数とする︒
︵受給資格の確認︶
第九条 指定障害児相談支援事業者は︑指定障害児相談支援の提供を求められた場合は︑その者
の提示する通所受給者証︵法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう︒︶に
よって︑障害児相談支援給付費の支給対象者であること︑法第六条の二の二第九項に規定する
厚生労働省令で定める期間︑通所給付決定の有無︑通所給付決定の有効期間︑支給量︵法第二
十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう︒︶等を確かめるものとする︒
︵指定障害児相談支援の具体的取扱方針︶
第十五条 ︵略︶
２ 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助︵法第二十四条の二十六第一項第一号
に規定する指定障害児支援利用援助をいう︒︶の方針は︑第二条に規定する基本方針及び前項に
規定する方針に基づき︑次に掲げるところによるものとする︒

改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

︵受給資格の確認︶
第九条 指定障害児相談支援事業者は︑指定障害児相談支援の提供を求められた場合は︑その者
の提示する通所受給者証︵法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう︒︶に
よって︑障害児相談支援給付費の支給対象者であること︑法第六条の二の二第八項に規定する
厚生労働省令で定める期間︑通所給付決定の有無︑通所給付決定の有効期間︑支給量︵法第二
十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう︒︶等を確かめるものとする︒
︵指定障害児相談支援の具体的取扱方針︶
第十五条 ︵略︶
２ 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助︵法第二十四条の二十六第一項第一号
に規定する指定障害児支援利用援助をいう︒︶の方針は︑第二条に規定する基本方針及び前項に
規定する方針に基づき︑次の各号に掲げるところによるものとする︒

︵新設︶

︵定義︶
︵定義︶
第一条 ︵略︶
第一条 この省令において︑次の各号に掲げる用語の意義は︑それぞれ当該各号に定めるところ
による︒
一 障害児支援利用計画案 児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶
一 障害児支援利用計画案 児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︒以下﹁法﹂という︒︶
第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画案をいう︒
第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画案をいう︒
二 障害児支援利用計画 法第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画をいう︒
二 障害児支援利用計画 法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画をいう︒
三〜十一 ︵略︶
三〜十一 ︵略︶
︵従業者︶
︵従業者︶
第三条 ︵略︶
第三条 指定障害児相談支援事業者は︑当該指定に係る障害児相談支援事業所︵法第二十四条の
二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう︒︶︵以下﹁指定障害児相談支援事業所﹂
という︒︶ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員︵指定障害児相談支援の提供に当たる
者として厚生労働大臣が定めるものをいう︒以下同じ︒︶を置かなければならない︒ただし︑指
定障害児相談支援の業務に支障がない場合は︑当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従
事させ︑又は他の事業所︑施設等の職務に従事させることができるものとする︒
︵新設︶

改

︵児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正︶
第四条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準︵平成二十四年厚生労働省令第二十九号︶の一部を次の表のように改正する︒
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一〜六 ︵略︶
七 相談支援専門員は︑障害児についてのアセスメントに基づき︑当該地域における指定通所
支援が提供される体制を勘案して︑当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に
対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し︑障害児及びその家族の
生活に対する意向︑総合的な援助の方針︑生活全般の解決すべき課題︑提供される福祉サー
ビス等の目標及びその達成時期︑福祉サービス等の種類︑内容︑量︑福祉サービス等を提供
する上での留意事項︑法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る
提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない︒
八〜十二 ︵略︶
３ 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助︵法第二十四条の二十六第一項第
二号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう︒︶の方針は︑第二条に規定する基本方針及
び前二項に規定する方針に基づき︑次に掲げるところによるものとする︒
一 ︵略︶
二 相談支援専門員は︑モニタリングに当たっては︑障害児及びその家族︑福祉サービス等の
事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし︑法第六条の二の二第九項に規定する厚生
労働省令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し︑障害児等に面接するほか︑その結果を
記録しなければならない︒
三〜五 ︵略︶

一〜六 ︵略︶
七 相談支援専門員は︑障害児についてのアセスメントに基づき︑当該地域における指定通所
支援が提供される体制を勘案して︑当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に
対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し︑障害児及びその家族の
生活に対する意向︑総合的な援助の方針︑生活全般の解決すべき課題︑提供される福祉サー
ビス等の目標及びその達成時期︑福祉サービス等の種類︑内容︑量︑福祉サービス等を提供
する上での留意事項︑法第六条の二の二第八項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る
提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない︒
八〜十二 ︵略︶
３ 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助︵法第二十四条の二十六第一項第
二号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう︒︶の方針は︑第二条に規定する基本方針及
び前二項に規定する方針に基づき︑次の各号に掲げるところによるものとする︒
一 ︵略︶
二 相談支援専門員は︑モニタリングに当たっては︑障害児及びその家族︑福祉サービス等の
事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし︑法第六条の二の二第八項に規定する厚生
労働省令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し︑障害児等に面接するほか︑その結果を
記録しなければならない︒
三〜五 ︵略︶

附 則
︵施行期日︶
第一条 この省令は︑平成三十年四月一日から施行する︒
︵経過措置︶
第二条 この省令の施行の際現に指定を受けている第一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員︑設備及び運営に関する基準︵次条において﹁旧基準﹂という︒︶第五条︵第
三項を除く︒︶に規定する指定児童発達支援事業者については︑第一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員︑設備及び運営に関する基準︵次条において﹁新基準﹂とい
う︒︶第五条︵第三項を除く︒︶の規定にかかわらず︑平成三十一年三月三十一日までの間は︑なお従前の例による︒
第三条 この省令の施行の際現に旧基準第五十四条の二に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については︑新基準第五十四条の六の規定にかかわらず︑
平成三十一年三月三十一日までの間は︑なお従前の例による︒
第四条 この省令の施行の際現に指定を受けている第三条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員︑設備及び運営に関する基準第四条第四項及び第五条第六項に規定する指
定福祉型障害児入所施設については︑第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員︑設備及び運営に関する基準第四条及び第五条の規定にかかわらず︑平成三十三年三
月三十一日までの間は︑なお従前の例による︒
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