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はじめに 

 

 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（以下、

本手引きでは障害者総合支援法と略します）の地域生活支援事業は、市区

町村が地域の実情に即して実施するものとして位置づけられています。 

  

移動支援事業は、障害をお持ちの方が社会参加を促進するため、社会生

活上必要不可欠な外出や、余暇活動などの外出における支援を目的として、

また日中一時支援事業は、障害児(者)の日中における活動の場を確保し、

障害児(者)の家族の就労を支援し、及び障害児(者)を日常的に介護してい

る家族の一時的な休息を確保することを目的として、事業所への委託によ

り事業実施をしています。 

 

その中で、今回、平成２８年１月に施行しました「京田辺市支給決定基

準」に伴いまして、新たに移動支援と行動援護の利用についての変更点を

掲載し、Ｑ＆Ａ形式として皆様から多く寄せられた質問を追記しました。 

今後も、安心して利用していただけるようにサービスの充実や制度周知

に努めていきたいと考えております。 

この手引きが事業者の方々にご活用いただければ幸いです。 

平成２８年２月 

京田辺市健康福祉部障害福祉課 
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移動支援事業編 

１ 京田辺市移動支援事業の概要 

【総則】 

京田辺市における移動支援事業は、地域生活支援事業実施要綱（平成

１８年８月１日付障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知）及び京田辺市移動支援事業実施要綱（平成１８年告

示第１８８号）に基づき実施しています。 

 

  【目的】 

屋外での移動が困難な障害者等の社会参加を促進するため、社会生活

上必要不可欠な外出や余暇活動等の外出における支援を行うことを目的

としています。 

 

  【事業類型】 

    京田辺市の移動支援事業は「個別支援型」のみの実施です。 

 

  【委託契約要件など】 

京田辺市移動支援事業実施要綱第２条第２項において、「市長は、この

事業を適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。」と

定めています。 

委託契約は１年更新（年度契約）となり、毎年の更新のお手続きが必

要です。年度途中で、要件が失われたときは、本市移動支援事業の委託

要件が失われます。 

 

（委託要件） 

○ 障害者総合支援法に基づく、居宅介護事業の指定を受けていること。 

○ 介護保険法に基づく、訪問介護事業の指定を受けていること。 
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２ 京田辺市移動支援事業の内容 

  【対象者】 

    対象となる方は以下のとおりです。 

 

対象者 基準等 

身体障害 
身体障害者手帳３級以上で以下に該当する方 

（下肢・体幹・運動・心臓・じん臓・呼吸器の車いす常用者） 

知的障害 
療育手帳の所持者または、 

介護給付費の支給決定の有無・診断書などにて判断します 

精神障害 
精神障害者保健福祉手帳の所持者または、 

介護給付費の支給決定の有無・診断書などにて判断します 

その他 
その他市長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者 

難病患者の方は診断書にて身体障害に準じる判断の上、決定します。 

 

  【支給量（利用上限時間）】 

    １日８時間かつ１カ月６０時間が利用上限時間です。 

    ただし、児童の方については、８月に限り１カ月７０時間とします。 

その他、福祉事務所長がやむを得ないと認めた場合には、個別に期間 

を定めて支給量を定める場合があります。 

 

  【利用者負担額】 

    月３０時間までの利用は利用者負担免除（無料）とします。月３０時 

間を超過し６０時間までの利用は、利用料の１割にあたる金額が利用者 

負担となります。その他、福祉事務所長がやむを得ないと認め、個別に 

期間を定めて支給量を定めた場合は、月３０時間を超過し、その支給量 

までは、利用料の１割にあたる金額が利用者負担となります。 

 

  【利用料】 

    介護給付費の「同行援護」サービスのサービス単位表に基づき、事業

所所在地による級地区分を乗じた額が利用料となります。計算方法など

は、介護給付費の例に準じます。 

 

  【ヘルパーが自ら自動車運転する場合】 

    本市ではヘルパーが自ら自動車を運転しての介助は認めていません。

移動手段としての自動車を否定するものではありませんが、少なくとも

運転時間を移動支援として算定はできません。 
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３ 移動支援事業の対象となる外出・対象とならない外出 

【基本的な考え方】 

「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等社会参加のため 

の外出」であって、またそれらが、「社会通念上公的サービスの対象とし 

て適当であるかどうか」で判断します。 

 

【対象となる外出について】 

    社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出が対

象になります。ただし、個々の外出について列挙することは難しいため、

参考例として以下にお示しします。 

 

外出の内容 考えられる外出先の例・要件など 

社

会

生

活

上

必

要

不

可

欠

な

外

出 

公的な機関等における諸手続 
官公庁などの機関での手続の付添、代筆

など 

○新  

緊急性を必要とする通院 

以下の①～④の全てを満たす場合に算

定できます。※１ 

① 母子、父子家庭などで主たる介護者 

（保護者）が就労等又は病気・ケガの 

ため、病院への送迎が困難な場合で、 

事前または事後に保護者から通院の 

承諾があること。 

② 利用者本人が病気・ケガなどによる 

治療のために緊急に通院治療する必 

要がある場合 

③ 受診後に、治療内容・医師の指導内 

容・投薬内容などを主たる介護者に説

明を行うこと。 

④ 施設入所者や、グループホーム入所

者で無いこと。※２ 

社会生活上必要不可欠なもの

で、継続性のないもの 

学校の見学、入学手続・金融機関での手

続など 

※１ 治療方針が決まり、その後定期的な通院をする場合は対象外となり、居宅 

介護（通院等介助）の対象となります。 

※２ 施設やグループホーム等入居者の通院は、基本的に日常生活上の支援の一 

環として事業者対応が基本となります。 
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外出の内容 考えられる外出先の例・要件など 

余

暇

活

動

等

社

会

参

加

の

た

め

の

外

出 

自己啓発や教養を高めるため

の外出 

美術館や博物館、図書館などの施設利用

や、講演会、博覧会、各種講座への参加

のための外出など※１ 

整容・健康増進を図るための

外出 

理容室、美容院など整容のための外出

や、体育館、トレーニングジム、プール

など、身体を動かすことで健康の維持を

図る目的の外出など※２ 

地域生活を送る上で必要な外

出 

地域の自治会、婦人会、子供会行事、祭

りなどへの行事参加など 

生活の質の充実、向上を図る

ための外出 

映画鑑賞、コンサート、カラオケ、外食、

ボランティア活動など 

社会通念上考えられる付き合

いのための外出 

冠婚葬祭への出席や、病院へのお見舞い

など 

    ※１ ただし、学習塾など定期的かつ長期にわたるものを除きます。 

    ※２ スイミングスクールなど定期的かつ長期にわたるものを除きます。 

 

外出の内容 考えられる外出先の例・要件など 

そ
の
他
（
例
外
規
定
） 

児童の通学 

（小学校・中学校・高等学校の登下校） 

以下の①～③の経路が対象です。※１※２ 

ただし、登校３０分、下校３０分が算定

上限とし、区分にかかわらず「身体介護

なし」での算定となります。 

 

① 「学校」と「自宅」の間 

② 「最寄りのバス停」と「自宅」の間 

③ 「学童クラブ」と「自宅」の間 

※１ 途中離脱（いわゆる寄り道）がある場合は算定できません。 

    ※２ 学校閉校日（又は学童閉所日）は算定できません。 
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【対象とならない外出について】 

  個々の外出について列挙することは難しいため、参考例として以下に 

お示しします。なお、以下に示した内容は、あくまで移動支援事業の対 

象（公費対象）とならないものを例示したもので、個々の外出先につい 

て外出を制限するものではありません。 

 

外出の内容 考えられる外出先の例など 

経済活動に係る外出 

通勤や営業活動など経済活動に係る外出の

利用はできません。報酬を得て行う講演会講

師なども含みます。 

通年かつ長期にわたる外出 

① 通学 

通学（大学・専門学校等）での利用はでき 

ません。※１ 

 

② 障害児者施設等への通所 

施設等への通所や利用に係る送迎利用は 

できません。※２ 

 

③ 学習塾やスイミングスクール等 

月単位・週単位で利用日が定められて利用 

を行うものは、利用できません。 

１日で用務が完結しない外出 

宿泊を伴う旅行や各種研修など、１日で用務

が完結しない外出での連続した利用はでき

ません。※３ 

定期通院や入退院に係る外出 

定期通院については、居宅介護（通院等介助）

のサービスを利用していただくことになり、

移動支援事業での利用はできません。 

法人主催のイベント参加 

移動支援事業所または系列法人が企画する

集会やイベントは、主催者側で対応すべきで

あるため対象となりません。ただし、その会

場への送迎についてのみ対象可能とする場

合があります。事前にご相談ください。 

※１ 児童（18 歳未満）の登下校については例外的に利用可能です。（P6参照） 

※２ 日中一時支援事業所や短期入所施設も含みます。 

※３ １日８時間を上限として利用する場合は、事前にご相談下さい。 
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外出の内容 考えられる外出先の例など 

社会通念上、公費算定するこ

とが適当でないと考えられる

外出 

① 宗教活動に係る外出（布教・勧誘活動） 

外出の主目的が宗教団体の活動であっ 

たり、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、 

及び信者を教化育成することを目的とす 

る場合。※１ 

 

② 政治活動に係る外出（選挙運動・活動） 

専ら政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対するものや、特定の公職者

(候補者を含む)や政党を支援し、支持し、

又はこれらに反対することを目的とする

場合※２ 

 

③ 賭博性の高い遊技を目的とした外出 

競馬、競艇、競輪などの公営ギャンブル 

場への外出 

 

④ 風俗営業等を行う店舗への外出 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等 

に関する法律に規定する店舗への外出。 

（パチンコ店、麻雀店、性風俗店など） 

 

⑤ 保護者・家族で行うことが適当な外出 

  （例） 

・保育所（園）、幼稚園への送迎 

・入所施設等から帰省する際の利用 

※１ 一般的に布教・勧誘と解釈されない行為で特定の宗教に対する援助・助長 

にあたらない場合は対象となります。（例：個人の礼拝や、初詣や法事、冠婚 

葬祭における神事仏事等） 

※２ 投票の参考とするために参加する講演会（立会演説会など）や、参政権の 

行使にかかる外出（投票所への外出など）は対象となります。 
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４ 移動支援事業の利用決定の内容について 

  【支給決定時間】 

    全員に一律６０時間／月の決定を行っています。 

    また、利用者証に特に記載がない限り、児童の方については、８月に 

限り７０時間／月となります。ただし、福祉事務所長がやむを得ないと 

認め、行動援護と併用する場合は、個別に期間を定めて支給量を定め、 

受給者証（四）ページに、その旨を記載しています。 

 

【「身体介護伴う」・「身体介護伴わない」について】 

    申請時及び更新時に利用者から提出していただく申告書に基づき区分 

の決定を行っております。 

身体介護伴う 

「歩行」「排泄」「食事」「移動」の項目が、

以下のいずれかに該当する方 

①「全介助」が１つ以上 

②「一部介助」が３つ以上 

身体介護伴わない 上記以外 

 

  【二人介助について】 

 身体状況や居宅介護（身体介護）等において二人介助支給決定の有無

などを勘案して個々に決定します。二人介助可能な場合は、受給者証に

その旨を記載しています。 

 

  【決定する期間】 

    特段の理由がない場合は１年です。ただし以下の理由により１年より 

長く又は短く設定する場合がございます。 

 

○ 「身体介護伴う・伴わない」の区分が短期で変更が予想される場合 

○ 介護給付費・訓練等給付費などのサービス終期と合わせる場合 

○ 日中一時支援事業のサービス終期と合わせる場合 

○ その他、福祉事務所長が短く設定する必要があると認める場合 

 

  【上限管理事業所】 

複数利用事業所利用で、上限管理を事業所に依頼した場合には、受給 

者証（四）ページに、上限管理事業所を記載しています。（上限管理の詳 

細は別項をご参照ください） 
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５ 移動支援事業とその他福祉サービスとの併給 

【併給可否】 

 他制度との併給関係については以下のとおりです。 

サービス名 
移動支援事業 

利用可否 説明 

居宅介護 

（通院等介助） 
△ 

緊急性が必要な通院のみ可能です。 

ただし、定期通院の場合は、介護給付費（通

院等介助）の利用となります。 

行動援護 △ 

原則、介護給付費の利用となります。 

やむを得ず併用する場合、支給量について

は、個別で決定し、その旨を受給者証に記

載します。（平成２８年４月から） 

重度訪問介護 

（移動介護） 
○ 

特に制限は設けていませんが、可能な限

り、介護給付費を優先させて下さい。 

同行援護 × 介護給付費の利用となります。 

訪問介護 

（介護保険） 
△ 

介護保険法による訪問介護で対応出来る

場合は、介護保険によるサービスが優先で

す。 
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６ 移動支援事業の請求方法について 

  【請求の期限について】 

    利用月の翌月１０日を目処に請求書をご提出下さい。 

期限以降の提出は、入金が遅れる場合がございますのでご了承下さい。 

 

  【提出書類】 

    ・請求書   月ごとに作成して下さい。 

・請求明細書 利用者ごとに作成してください。 

 

 

サービス単位に算定回数を乗じ、さ

らに級地区分を乗じた額を記入して

下さい。 

サービス名称を記入して下さい。 

当該年度の級地区分を記入して下さい。 

上限管理がある場合は、上限管理結果票に記載された利

用者負担額を記載します。利用が単一事業所のみの場合

は、30 時間超過利用分に対して利用者負担額を算定しま

す。 

上限管理がある場合は管理事業所名を

記入してください。 
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・実績記録票（利用者ごとに作成） 

利用者ごとに作成してください。市へ提出の際は「提供者確認 

印」・「利用者確認印」が必ず押印された提供記録票を提出して下さ 

い。押印漏れが見られる場合は「返戻」対象となります。 

 

  

 

 

 

 

（提供者確認印） 

実際に従事したヘルパーが押印してください。 

（利用者確認印） 

本人・家族が押印して下さい。 

通学支援の場合「通学」 

通院支援の場合「通院」 

種類 

上限管理がある場合は、上限管理結果票と付表

に記載された利用者負担額を記載します。利用

が単一事業所のみの場合は、30 時間超過利用分

に対して自己負担額を算定します。 
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・上限管理結果票と同付表（上限管理がある場合のみ） 

      上限管理事業所が作成した上限管理結果票と同付表を提出して下 

さい。（コピーで可） 
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【返戻について】 

    請求書を提出していただいた順で、請求内容の確認をさせていただい 

ております。内容に不備等があれば、原則お預かりした請求書類をすべ 

てお返しします。請求内容について確認・補正していただき再提出をお 

願いします。 

 

【委託料（報酬単位）】 

    （１）報酬単位 

本市の移動支援事業の報酬単位は、介護給付費（同行援護）の 

サービス単位表に準拠しています。また算定方法や端数処理に 

ついても介護給付費の例に準じます。ただし、加算については、 

「夜間・深夜・早朝」と「二人派遣」の加算のみです。 

     

（２）級地区分 

    介護給付費（同行援護）の算定に用いる級地区分に準拠してい 

ます。（「厚生労働大臣が定める一単位の単価」（平成１８年９月 

２９日厚生労働省告示第５３９号）に定める、同行援護の地域 

区分を適用する。） 

 

 （３）上限管理加算 

    複数事業所利用累計で３０時間を超過し、上限管理事業所が上 

限管理を行った場合に算定できます。 
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７ 移動支援事業に関するＱ＆Ａ 

【概略】 

    この内容は、本手引き作成時において想定される疑義について、一般

的な解釈・原則を示したものです。障害児者個々の状況やご家庭の状況、

個々のニーズ、社会情勢の変化により異なる対応となることがあります。 

    

目的地におけるサービスのみの利用について 

問 

 目的地までの送迎は保護者で出来るが、目的地内で付き添うこと

が出来ません。目的地内のみのサービス（付添・食事・排せつ介助）

を利用することは出来るか？ 

答 

【利用出来ません】 

移動支援事業は単独での外出が困難な方に対する外出及び社会

参加のために必要な移動介助を基本としています。目的地内のみの

移動支援の利用は出来ません。 

 

外出準備や帰宅後のケアについて 

問 
 移動支援を利用する際の外出準備や帰宅後のケアは認められる

か？（認められる場合どの範囲となるか） 

答 

【一部認められます】 

外出準備と帰宅後に行う５分～１０分程度の援助は可能です。

（出発時の持ち物確認・戸締まり・火の元確認・排せつの声かけ・

車椅子準備など）なお、居宅内での更衣介助など「居宅介護」の対

象となる業務は算定できません。 

 

児童通学に関する利用時間について 

問 

 学校から自宅まで約５０分程度かかる場合、通学に関する 1回あ

たりの利用時間（３０分）では不足するので、通常の移動支援の時

間を加えて利用できるか？ 

答 

【利用できません】 

通学に関する利用時間に例外規定は設けていません。1回あたり

３０分を超えた時間については自費対応若しくは事業所持ち出し

での対応となります。 
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サービス提供事業所が所有する介護タクシー利用 

問 

 移動支援を利用中に、サービス提供事業所が所有する介護タクシ

ーに乗車することは可能か？またその乗車時間を算定することは

可能か？ 

答 

【可能です】  

公共交通機関としてのタクシー及び他社の介護タクシー利用と

同様に考えます。交通費は実費かつ、運転手以外に利用者に付き添

うヘルパーが同乗している場合に限り、移動支援として算定が認め

られます。 

 

ヘルパーが自ら自動車を運転する場合 

問 
真にやむを得ない事情がありヘルパー自身が運転する自動車を

利用した場合、運転時間も算定できるか？ 

答 

【算定できません】 

ヘルパーが自ら自動車を運転する場合、運転時間は専ら本人支援

を行っていないと考えるため算定できません。運転時間については

サービス提供時間から除き、運転中前後の時間帯のみの算定としま

す。なお、算定にあたり個別に算定するのではなく、一連の支援と

考え算定します。 

 

10:00     11:00     12:00         13:00 

外出支援 

（算定可） 

運転中 

（算定不可） 

外出支援 

（算定可） 

 

 

 

 

ヘルパーが一時的に離れる場合 

問 
 たとえば、各種講座等その時間中、利用者からヘルパーが離れる

場合（いわゆる待機時間）はその間算定できるか？ 

答 

【算定できません】 

利用者からヘルパーが離れる場合（待機時間）については算定でき

ません。その会場への送迎のみが対象となります。 

 

２時間の算定可（日中 2.0） 
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プール内におけるサービスの利用 

問 
 プールまでの送迎に加えて、プール内でもサービスを利用するこ

と（算定すること）は可能か？ 

答 

【一部可能です】 

いわゆるスイミングスクール（月単位・週単位で利用日が定めら

れて利用を行うもの）の場合は算定できません。公営プールなどの

開放プールや遊園地などに併設されたプール利用は可能です。 

この場合、事前に利用者と契約事業所間で、プール内介護におけ

る損害や責任に係る次項を書面にて確認する必要があると考えま

す。また、サービス提供の都度、利用者の体調確認などを行うなど、

事故の未然防止に努めて下さい。 

 

１日８時間の利用上限内で用務が完結しない場合 

問 
外出の目的は事業に合致しているが、どうしても８時間以内で用

務が完結しない場合、８時間を超えて算定することは可能か？ 

答 

【事前届出で可能です】 

１日で用務は完結するが、その時間が８時間を超えることが事前

に分かっている場合、行程表などと共に届出を行うことで１日あた

りの利用上限を増やす場合があります。この届出は概ね２週間前に

届け出て下さい。 

ただし、１カ月あたりの利用上限や利用者負担免除する時間につ

いては変更しません。 
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通院の取扱について（その１） 

問 通院支援を行った際の院内介助について算定できるか？ 

答 

【原則算定できません】 

院内のスタッフにより対応されるべきものでありますが、移動支

援事業においては、以下の要件を満たす場合には算定対象となりま

す。 

① 本人のみでは治療内容の説明や投薬内容理解が不十分なこ 

とが明らかな場合 

 ② ①に該当しない場合であっても、院内スタッフでは対応が不 

十分で、ヘルパーによる見守りが必要不可欠な場合。 

 

通院の取扱について（その２） 

問 
主たる介護者（保護者）が通院同行出来る場合に、ヘルパーが通

院支援した場合算定できるか？ 

答 

【原則算定できません】 

主たる介護者（保護者）が通院同行出来る場合は、通院支援の算

定は出来ません。ただし、主たる介護者が疾病・障害等により、単

独で適切に通院同行出来ない場合などは例外的に算定できます。 

 

算定方法 

問 

移動支援事業の算定時間は３０分ごとの算定だが、例えば、１時

間２０分の支援を実施した場合は、１時間としての請求（算定）な

のか、１．５時間として請求（算定）が可能なのか？ 

答 

【１．５時間として請求可能です】 

１５分以上の場合は切り上げ算定をすることが出来ます。 

質問の例では、「１．５時間」として算定できます。 

（日中一時支援事業は、３０分以上の場合、切り上げ算定すること

が出来ます。） 

 

 



19 

サービス提供の間隔について 

問 

居宅介護のサービス提供の間隔について「いわゆる２時間ルー

ル」があるが、移動支援事業において、「２時間ルール」は適用さ

れるか？ 

答 

 

【一律に適用しません】 

サービス提供の間隔について「２時間あけルール」を一律に適用

しません。基本的には、個別にそれぞれ算定することが出来ます。 

 

外出１(1h)  外出２(1h) 

 

 

 

 

ただし、「外出１」と「外出２」が一連の外出や支援と考えられ

るものについては、算定にあたり個別に算定するのではなく、一連

の支援と考え算定します。 

（例）ヘルパーの交代など…一連の支援と考えます。 

  

外出１(1h) 中断 外出２(1h) 

 

 

 

 

級地区分について 

問 

 

居宅介護のサービス提供を同じ事業所番号で、主たる事業所と従

たる事業所で事業を実施しているが、移動支援を同様に提供した場

合、請求時の級地区分は主たる事業所の所在地でいいか？ 

 

答 

 

【主たる事業所の所在地で算定してください】 

 ただし、居宅介護の事業所番号が異なる事業所でサービスを提供

した場合は、それぞれの級地区分での算定とします。 

 

個別に算定可（日中 1.0） 個別に算定可（日中 1.0） 

２時間として算定（日中 2.0） 
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３０時間を超過した場合の自己負担額の算出について（その１） 

問 

9 月 29 日時点で月間利用累計が 30 時間に到達。翌 30 日に 2時間の

利用があり、その分全てが 1割負担となる場合 

 

日付 開始 終了 算定 累計 負担額 

9/1 10:00 11:00 1:00 1:00  

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ 

9/29 10:00 12:00 2:00 30:00  

9/30 10:00 12:00 2:00 32:00  
 

答 

上記の問の例を以下のとおり仮定します。 

・この利用者の決定内容が「身体介護あり」 

・利用事業所の級地区分が「1単位あたり 10.18」 

 

日中 2.0（身体介護あり）は「667 単位」 

667 単位×10.18 円＝6790 円（1円未満切り捨て） 

 

6790 円×0.1＝679 円となります。 

 

実績記録票と上限結果票（付表）の自己負担額には以下の例を参考

に記入して下さい。 

日付 開始 終了 算定 累計 負担額 

9/1 10:00 11:00 1:00 1:00 0 円 

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ 

9/29 10:00 12:00 2:00 30:00 0 円 

9/30 10:00 12:00 2:00 32:00 679 円 
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３０時間を超過した場合の自己負担額の算出について（その２） 

問 

9 月 29 日時点で月間利用累計が 29 時間。翌 30 日に 2 時間の利用

があり、その一部が 1割負担となる場合 

 

日付 開始 終了 算定 累計 負担額 

9/1 10:00 11:00 1:00 1:00  

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ 

9/29 10:00 12:00 2:00 29:00  

9/30 10:00 12:00 2:00 31:00  
 

答 

上記の問の例を以下のとおり仮定します。 

・この利用者の決定内容が「身体介護あり」 

・利用事業所の級地区分が「1単位あたり 10.18」 

 

日中 2.0（身体介護あり）の単位数が「667 単位」 

667 単位×10.18 円＝6790 円（1円未満切り捨て） 

日中 1.0（身体介護あり）の単位数が「402 単位」 

402 単位×10.18 円＝4092 円（1円未満切り捨て） 

 

6790 円-4092 円=2698 円 

2698 円×0.1=269 円となります。 

 

実績記録票と上限結果票（付表）の自己負担額には以下の例を参考

に記入して下さい。 

日付 開始 終了 算定 累計 負担額 

9/1 10:00 11:00 1:00 1:00 0 円 

～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～ 

9/29 10:00 12:00 2:00 29:00 0 円 

9/30 10:00 12:00 2:00 31:00 269 円 
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日中一時支援事業編 

１ 京田辺市日中一時支援事業の概要 

   

【総則】 

京田辺市における日中一時支援事業は、地域生活支援事業実施要綱（平

成１８年８月１日付障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）及び京田辺市日中一時支援事業実施要綱（平成１

８年告示第２０４号）に基づき実施しています。 

 

  【目的】 

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

族の一時的な休息のために、障害者等の日中における活動の場を提供し、

見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う事業です。  

障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害児(者)に

日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的

な訓練その他、市が適当と認めた支援を行います。 

 

  【委託契約要件など】 

京田辺市日中一時支援事業実施要綱第２条第２項において、「市長は、

この事業を適切な運営ができると認める事業者に委託することができ

る。」と定めています。具体的には、同要綱第８条に定める事業者になり

ます（以下参照）。 

委託契約は１年更新（年度契約）となり、毎年の更新のお手続きが必

要です。年度途中で、要件が失われたときは、本市日中一時支援事業の

委託要件が失われます。 

 

○ 委託要件 

（要綱第８条第１項事業者） 

障害者総合支援法に基づく、短期入所事業の指定を受けていること。 

 

  （要綱第８条第２項事業者） 

短期入所事業の指定は受けていないが、短期入所相当の人員設備基 

準を有しているなど、事業実施に支障がないと確認出来る場合。必 

要に応じて現地確認の上で個々に判断します。 
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２ 京田辺市日中一時支援事業の内容 

  【対象者】 

    対象となる方は以下のとおりです。 

 

対象者 基準等 

身体障害 身体障害者手帳の所持者・介護給付費の支給決定の有無 

知的障害 
療育手帳の所持者または、 

介護給付費の支給決定の有無・診断書にて判断 

精神障害 
精神障害者保健福祉手帳の所持者または、 

介護給付費の支給決定の有無・診断書にて判断 

その他 
その他市長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者 

（難病患者の方で診断書にて判断） 

 

  【支給量（利用上限時間）】 

    １日８時間かつ１カ月６０時間が利用上限時間です。 

    ただし、児童の方については、８月に限り１カ月７０時間とします。 

その他、福祉事務所長がやむを得ないと認めた場合には、個別に期間 

を定めて支給量を定める場合があります。 

 

  【利用者負担額】 

    月３０時間までの利用は利用者負担免除（無料）とします。月３０時 

間を超過し６０時間までの利用は、利用料の１割にあたる金額が利用者 

負担となります。その他、福祉事務所長がやむを得ないと認め、個別に 

期間を定めて支給量を定めた場合は、月３０時間を超過し、その支給量 

までは、利用料の１割にあたる金額が利用者負担となります。 

 

  【利用料】 

    利用料は以下のとおりです。 

区  分 １時間の単価 利用者負担 

障害支援区分５、６ 

（児童の場合、区分３） 
１，２００円 １２０円 

障害支援区分１～４ 

（児童の場合、区分１、２） 
９００円 ９０円 

重症心身障害児者 １，３５０円 １３５円 
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３ 日中一時支援事業の利用決定の内容について 

  【支給決定時間】 

    全員に一律６０時間／月の決定を行っています。 

    なお、福祉事務所長がやむを得ないと認めた場合には、個別に期間を 

定めて支給量を定めた場合は、受給者証（四）ページに、その旨を記載 

しています。 

 

【区分について】 

    （１）障害者の方（１８歳以上） 

       障害支援区分認定と連動しています。認定を受けていない方は 

「区分１」となります。 

 

    （２）障害児の方（１８歳未満） 

申請時及び更新時に利用者から提出していただく申告書に基づ 

き区分の決定を行っております。（児童区分１～３） 

児童区分３ 

以下の項目のいずれかに該当する方 

①「排泄」「食事」「移動」「入浴」の項目で、

「全介助」が３つ以上 

 ②「行動障害」の項目で、「ほぼ毎日」が１つ

以上 

児童区分２ 

以下の項目のいずれかに該当する方 

①「排泄」「食事」「移動」「入浴」の項目で、

「一部介助」が３つ以上 

 ②「行動障害」の項目で、「週に１～２回」が

１つ以上 

児童区分１ 上記以外 

 

    （３）重症心身障害児者区分について 

       重症心身障害児者区分について、対象となる方には（１）（２） 

の区分に合わせて（３）の区分を適用し受給者証に記載してい 

ます。ただし、この区分での算定は市が別途指定する事業者に 

限ります。 
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  【決定する期間】 

    特段の理由がない場合は１年です。ただし以下の理由により１年より 

短く設定する場合があります。 

 

○ 障害支援区分認定の終期と合わせる場合 

○ １８歳未満の方で１年以内に１８歳の誕生日を迎える場合 

○ 日中一時支援事業のサービス終期と合わせる場合 

○ その他、福祉事務所長が短く設定する必要があると認める場合 

 

  【上限管理事業所】 

複数利用事業所利用で、上限管理を事業所に依頼した場合には、受給 

者証（四）ページに、上限管理事業所を記載しています。（上限管理の詳 

細は別項をご参照ください） 
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４ 日中一時支援事業とその他福祉サービスとの併給 

【併給可否】 

 他制度との併給関係については以下のとおりです。 

 

サービス名 
日中一時支援事業 

利用可否 説明 

短期入所 

（障害者総合支援法） 
○ 

同一時間でない限り、特に制

限は設けていません。 

生活介護などの 

日中活動系サービス 

（障害者総合支援法） 

○ 
同一時間でない限り、特に制

限は設けていません。 

障害児通所支援（児童福祉法） ○ 
同一時間でない限り、特に制

限は設けていません。 

施設入所支援・療養介護 

共同生活援助 

（障害者総合支援法） 

△ 

原則として併給不可です。 

ただし、一時帰宅（外泊）時

に他制度サービスが全く算

定されない場合など、やむを

得ない場合は利用できます。 

特定施設入居者生活介護 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

認知症対応型共同生活介護 

（介護保険法） 

△ 

原則として併給不可です。 

ただし、一時帰宅（外泊）時

に他制度サービスが全く算

定されない場合など、やむを

得ない場合は利用できます。 
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５ 日中一時支援事業の請求方法について 

  【請求の期限について】 

    利用月の翌月１０日を目処に請求書をご提出下さい。 

以降の提出は、入金が遅れる場合がございますのでご了承下さい。 

  【提出書類】 

    ・請求書   月ごとに作成して下さい。 

・請求明細書 利用者ごとに作成してください。 

 

時間ごとに算定回数を記入して下さい。 

単価は区分に応じて定められた単価を

記入して下さい。 

受給者証記載の区分を記入して下さい。 

（例） 障害支援区分１・ 児童区分１ 

上限管理がある場合は、上限管理結果票に記載された利用者

負担額を記載します。利用が単一事業所のみの場合は、30 時

間超過利用分に対して自己負担額を算定します。 

上限管理がある場合は管理事業所名を

記入してください。 
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・実績記録票（利用者ごとに作成） 

利用者ごとに作成してください。市へ提出の際は「提供者確認 

印」・「利用者確認印」が必ず押印された提供記録票を提出して下さ 

い。押印漏れが見られる場合は「返戻」対象となります。 

 

  

 

 

 

 

（提供者確認印） 

実際に従事した職員が押印してください。 

（利用者確認印） 

本人・家族が押印して下さい。 

上限管理がある場合は、上限管理結果票と付表

に記載された利用者負担額を記載します。利用

が単一事業所のみの場合は、30 時間超過利用分

に対して自己負担額を算定します。 

 

種類 
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・上限管理結果票と同付表（上限管理がある場合のみ） 

      上限管理事業所が作成した上限管理結果票と同付表を提出して下 

さい。（コピーで可） 
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【返戻について】 

    請求書を提出していただいた順で、請求内容の確認をさせていただい 

ております。内容に不備等があれば、原則お預かりした請求書類をすべ 

てお返しして補正していただきます。 

 

  【委託料（報酬単位）】 

    （１）報酬単位 

契約書記載の単価となります。級地区分の適用はありません。 

     

 （２）上限管理加算 

    複数事業所利用累計で３０時間を超過し、上限管理事業所が上 

限管理を行った場合に算定できます。 
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共 通 編 

１ 事業実施に当たって留意していただきたい事項 

（１）サービス提供にあたっての留意事項 

① 適切な支援の実施 

     心身の状態や、利用者のニーズを十分に把握し、適切な支援 

ができるように留意して下さい。 

       

      ② 利用申込にあたって内容の説明と同意 

 利用者の障害特性に応じた適切な配慮にしつつ、申込者に対 

してサービス提供に関する説明を文書にて行って下さい。 

 

（説明内容の例） 

・ 運営規定の概要 

・ 従業者の勤務態勢 

・ 事故発生時の対応について 

・ 苦情処理の体制について 

・ その他必要と認められる事項 など 

 

      ③ 事故発生時の対応 

        支援中に事故発生時には、速やかに適切に対処するとともに、 

利用者（または家族）への連絡を行って下さい。重大な事故に 

ついては市への連絡もお願いします。事故対応で取った処置に 

ついて文書で記録をするようにお願いします。  

 

      ④ 関係機関との連携 

関係機関との協議や調整を密にし、地域で自立した生活がで 

きるように留意して下さい。また、サービス提供が困難な時に 

は、他の事業所等の紹介など必要な措置を講じて下さい。 

 

      ⑤ 受給資格の確認（利用者証の確認） 

        利用者証に記載された、「利用決定期間」から、更新時期を確 

認し、更新時期には利用者証の提示を求め、「利用決定期間」や 

「利用者区分」を確認してください。また利用者証（四）ペー 

ジの特記事項には支給決定に関して重要事項が記載されている 

場合がありますので、こちらの確認も忘れずお願いします。 
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⑥ 複数事業所利用の際の注意 

  複数事業所利用の方で、利用者証（四）ページの特記事項に、 

上限管理事業所が記載されていない場合は、未届となっている 

方です。市へ上限管理事業所の届け出を行っていただくように 

勧奨をお願いいたします。 

 

⑦ サービス提供体制の確保 

     利用者に対し適切なサービス提供が出来るよう、管理者・サ 

ービス提供責任者・従業者を明確にし、管理者の指揮命令下に 

ある従業者によりサービス提供が行われるよう体制を確保して 

下さい。 

 

⑧ 苦情解決について 

  利用者又は家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための 

窓口（担当者）について設置するように努めて下さい。 

 

⑨ 支援記録の作成と保存 

        どのような支援を行ったかの記録を作成し最低でも５年は保 

存して下さい。特に様式は問いません。各事業所で作成された 

様式で結構です。 

 

⑩ 申請など各種手続の援助 

  利用にかかる各種申請について、障害者（児）や介護者だけ 

では申請手続きすることが困難な場合は、サービス提供事業所 

において各種手続きの援助を行い、サービス利用が円滑になる 

ように努めてください。 

 

（２）請求に当たっての留意事項 

   ① 関係書類の保存 

     「請求書」「請求額明細書」「実績記録票」など請求にかかる 

書類について最低でも５年は保存してください。その他、「ヘル 

パー出勤簿」や「賃金支払台帳」などは、最低でも、法律に規 

定する期間は保存し、本市からの求めがある場合は、提示でき 

るようにお願いいたします。 

 

   ② 実費に関すること 

     公費算定とならない実費費用（現地までの交通費や食費、入 
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場料など）について、実費費用として徴収する範囲を、利用者 

との間で事前に明確にしておき、必要に応じて書面にて確認を 

とるようにしてください。また、実費徴収の際には領収書やレ 

シートなど、その費用について利用者が分かるよう書面によっ 

て明らかにしてください。 

 

２ 事業実施調査について 

（１）実施の根拠 

    移動支援事業委託契約及び日中一時支援事業委託契約第６条第 

１項に基づき、必要と認める場合は報告を求めたり、調査を実施 

する場合があります。 

    

   （２）方法と従事する職員 

       調査の実施方法は、事業所に訪問する実地調査または、書類提 

出を求める方法のいずれか、またはその両方とします。 

実地調査する場合の調査従事職員は２名以上の職員で行い、少 

なくとも１名は主任級以上の職にある職員とします。 

 

（３）改善が必要な場合の措置 

移動支援事業委託契約及び日中一時支援事業委託契約第６条第 

２項に基づき、改善する必要がある場合に通知することとします。 
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３ 上限管理について 

  【上限管理の概要】 

    利用時間が、1カ月あたり３０時間を超過する場合は、１割負担を徴収 

することになっています。 

利用者が、１つの事業所のみを利用する場合は、その事業所のみで時 

間数など管理できます。しかし、複数事業所を利用し利用時間合計が３ 

０時間を超過した場合、利用者負担の徴収方法などで不都合が生じる場 

合があります。 

 そこで、利用者から依頼を受けた上限管理事業所にて、各事業所での 

利用時間数を集約し、３０時間を超えている場合は、超過分について自 

己負担を計算していただくことになります。 

※利用者から自己負担を徴収する利便を考慮し、どちらか一つの事業所

（管理事業所）ですべての徴収をすることも可能です。 

 

  【上限管理の対象となる範囲】 

    京田辺市では、「移動支援事業」・「日中一時支援事業」・「障害福祉サー 

ビス」の事業間で合算などは行わず、それぞれで上限管理を行うことし 

ます。 

 

  【受給者証の確認】 

    上限管理事業所の届出がある利用者は、利用者証の第四面にその旨を 

記載しています。 

 

      （記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上限管理事業所の記載をしています。 
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【上限管理加算】 

    １５００円とします。加算の算定要件は、上限管理を行った結果、利 

用時間数が３０時間を超えており、利用者負担について調整をした場合 

に限ります。 

移動支援事業と日中一時支援事業の両事業の上限管理について、同一 

事業所が行った場合、上限管理加算はそれぞれの事業で算定できます。 

 

  【上限管理事業所の届出】 

    利用者からの申出により、受給者証にその旨を記載します。上限管理 

事業所となる事業所は、受給者証の事業所記入欄で、他の利用事業所を 

確認して、上限管理事業所として管理することを周知し、上限管理につ 

いて協力を求めて下さい。また、上限管理事業所でないサービス事業所 

は、上限管理事業所が行う上限管理について円滑に管理できるように協 

力して下さい。 

 

  【上限管理の方法（流れ）】 

 サービス提供事業所は、５日までに、利用者証に記載された上限管理 

事業所へ実績記録票を提出して下さい。 

↓ 

 上 限 管 理 事 業 所は、５日までに、サービス提供事業所から実績記 

録票のとりまとめを行い、利用時間の管理を行い、上限管理結果票・同 

（付表）を作成の上で、速やかにサービス提供事業所へを送付して下さ 

い。 

↓ 

サービス提供事業所は、上限管理事業所から上限管理結果票等が送付 

されたら、その内容に従って利用者負担を徴収し、請求書・請求明細書・ 

実績記録票・上限管理結果票の写し・同（付表）の写しを市へ提出して 

下さい。 

 

期限 事業所 上限管理事業所 京田辺市 

5 日まで 実 績 記 録 票  
 

速やかに 
 

 

上限管理結果票 

同 （ 付 表 ） 

 

10 日まで 請求書等の提出  
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【利用者負担上限管理結果票記載例】 

 

 

 

 

付表にしたがって算定して

ください。 

自己負担額を確認の上、必ず利用者（保

護者）確認印をもらってください。 
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【利用者負担上限管理結果票（付表）記載例】 

 

 

 

 

各事業所からの実績記録票から日ご

とに転記して下さい。 

３０時間超過分より自己負担額を算

定し記載します。 

事業所ごとに徴収すべき額を計算

し、上限管理結果票に時間と自己負

担額を記載します。 
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４ 様式集 

（１）利用申請書 

   支給申請の際に使用します。移動支援・日中一時支援各事業共通 

です。また新規・更新・変更においても同一様式を使用します。 

  

 

 

（２）申請の際に提出していただく申告書 

   支給申請の際に同時に提出していただいています。移動支援・日 

中一時支援各事業共通です。また新規・更新・変更においても同一 

様式を使用します。各事業の区分の判断とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申告書も忘れず提出してください 
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（１）申請の際に提出していただく申告書 

   支給申請の際に同時に提出していただいています。移動支援・日 

中一時支援各事業共通です。また新規・更新・変更においても同一 

様式を使用します。各事業の区分の判断とします。 
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（３）利用決定通知 

   本市から利用者に交付する利用決定通知書です。移動支援・日 

中一時支援各事業共通です。本通知書の公印は電子公印（黒色）で、 

用紙は偽造防止印刷を行います。 
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（４）利用却下決定通知 

   本市から利用者に交付する利用却下決定通知書です。移動支援・ 

日中一時支援各事業共通です。本通知書の公印は電子公印（黒色） 

で、用紙は偽造防止印刷を行います。 
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（５）利用者証（一）～（四） 

   本市から利用者に交付する利用者証です。移動支援・日中一時支 

援各事業共通です。本通知書の公印は電子公印（黒色）で、用紙は 

緑色用紙に偽造防止印刷を行います。（一）～（四）は本市が決定し 

た内容等を記載しています。 
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（６）利用者証（五）～（八） 

本市から利用者に交付する利用者証です。移動支援・日中一時支 

援各事業共通です。本通知書の公印は電子公印（黒色）で、用紙は 

緑色用紙に偽造防止印刷を行います。（五）～（八）は移動支援事業 

者にて記入していただく欄になります。 
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（７）利用者証（九）～（十二） 

本市から利用者に交付する利用者証です。移動支援・日中一時支 

援各事業共通です。本通知書の公印は電子公印（黒色）で、用紙は 

緑色用紙に偽造防止印刷を行います。（九）～（一二）は日中一時支 

援事業者にて記入していただく欄になります。 
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（８）利用者証（一三）～（十六） 

本市から利用者に交付する利用者証です。移動支援・日中一時支 

援各事業共通です。本通知書の公印は電子公印（黒色）で、用紙は 

緑色用紙に偽造防止印刷を行います。（一三）～（十六）は、予備欄 

と、利用者証に関する注意事項が記載されています。 
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（９）利用者負担上限管理結果票 
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（10）利用者負担上限管理結果票（付表） 

 


