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附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この告示は、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条の規定に基づき本市が実施する八代市地域生活支援事業（以

下「地域生活支援事業」という。）により、法第４条第１項に規定する障害者（以下「障がい者」とい

う。）及び同条第２項に規定する障害児（以下「障がい児」という。）（以下これらを「障がい者等」

という。）が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性、利用者の状況等に応

じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障

がいの有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らす

ことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 地域生活支援事業の実施主体は、八代市とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、適切な事業運営を確保できると認める社会福祉法人、特定非営利

活動法人等（以下「受託者」という。）に地域生活支援事業の全部又は一部を委託することができる。 

（事業の種類） 

第３条 地域生活支援事業の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 理解促進研修・啓発事業 

（２） 自発的活動支援事業 

（３） 相談支援事業 

（４） 成年後見制度利用支援事業 

（５） 成年後見制度法人後見支援事業 

（６） 意思疎通支援事業 

（７） 日常生活用具給付等事業 

（８） 手話奉仕員養成研修事業 
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（９） 移動支援事業 

（１０） 地域活動支援センター事業 

（１１） 福祉ホーム事業 

（１２） 訪問入浴サービス事業 

（１３） 日中一時支援事業 

（１４） 社会参加支援事業 

（１５） 知的障害者職親委託制度事業 

（利用者負担） 

第４条 利用者の費用負担の額又は割合及び負担上限額については、別に事業ごとに定める。 

２ 利用者は、前項の規定により算定された額を市長又は受託者に支払うものとする。 

第２章 理解促進研修・啓発事業 

（事業の内容） 

第５条 理解促進研修・啓発事業は、広報活動その他の地域生活支援事業実施要綱（平成１８年８月１日

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。以下「要綱」という。）別記

１に規定する実施形式による方法により、地域社会の住民に対して障がい者等に対する理解を深めるた

めの研修及び啓発を行うものとする。 

第３章 自発的活動支援事業 

（事業の内容） 

第６条 自発的活動支援事業は、ピアサポートその他の要綱別記２に規定する実施形式による方法により、

市内に住所を有する障がい者等、障がい者等の家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行

うものとする。 

第４章 相談支援事業 

（事業の内容等） 

第７条 相談支援事業は、市内に住所を有する障がい者等又は法第１９条第３項若しくは第４項の規定に

より本市が支給決定を行った障がい者等に対し要綱別記３別添１に規定する福祉サービスの利用援助

その他の援助等を行うものとする。 

２ 法第８９条の３第１項の規定により設置する協議会においては、中立かつ公平な相談支援事業の実施

を図るとともに、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発及び改善等を推進するものとする。 

第５章 成年後見制度利用支援事業 

（事業の内容） 

第８条 成年後見制度利用支援事業は、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施

行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６５条の１０の２に規定する費用の全部又は一部の支給

を行うものとする。 

第６章 成年後見制度法人後見支援事業 

（事業の内容） 

第９条 成年後見制度法人後見支援事業は、要綱別記５に規定する法人後見実施のための研修等を行うも

のとする。 

第７章 意思疎通支援事業 

（事業の内容） 

第１０条 意思疎通支援事業は、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員の派遣を行うものとする。 

（対象者） 

第１１条 意思疎通支援事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等であって、聴覚、言語機

能、音声機能、視覚その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障があるものとする。 

第８章 日常生活用具給付等事業 

（事業の内容） 

第１２条 日常生活用具給付等事業は、要綱別記７に規定する用具（以下「用具」という。）の給付及び

貸与を行うものとする。 

（対象者） 

第１３条 日常生活用具給付等事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等又は法第１９条第

３項若しくは第４項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等であって、用具を必要とするもの

とする。 

第９章 手話奉仕員養成研修事業 

（事業の内容） 

第１４条 手話奉仕員養成研修事業は、要綱別記８に規定する手話奉仕員の養成研修を行うものとする。 
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（対象者） 

第１５条 手話奉仕員養成研修事業の対象となる者は、市内に住所を有し、又は勤務する者のうち、聴覚

障がい者（児）と接する機会が多いものであって、特に手話表現技術を必要とするものとする。 

第１０章 移動支援事業 

（事業の内容） 

第１６条 移動支援事業は、要綱別記９に規定する実施方法により、社会生活上必要不可欠な外出及び余

暇活動等の社会参加のための外出（原則として１日以内で用務を終える外出に限り、通学、通勤、営業

活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除く。）の際の移動の支援を行うものと

する。 

（対象者） 

第１７条 移動支援事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等又は法第１９条第３項若しく

は第４項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等であって、次に掲げるもの（法第５条第３項

に規定する重度訪問介護、同条第５項に規定する行動援護若しくは同条第９項に規定する重度障害者等

包括支援を利用している障がい者等で外出の介護を受けることができるもの又は同条第１０項に規定

する施設入所支援若しくは同条第１５項に規定する共同生活援助を利用している障がい者等を除く。）

とする。 

（１） 屋外での移動に著しい制限がある視覚障がい者（児） 

（２） 全身性障がい者（児）（肢体不自由の程度が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号に規定する１級に該当する障がい者等であって、両上肢及び両下肢の機能の障

がいを有するもの及びこれに準ずる障がい者等をいう。） 

（３） 知的障がい者（児） 

（４） 精神障がい者（児） 

第１１章 地域活動支援センター事業 

（事業の内容） 

第１８条 地域活動支援センター事業は、次の各号に掲げる事業とし、それぞれの事業の内容は、当該各

号に定めるとおりとする。 

（１） 基礎的事業 地域活動支援センターの基本事業（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地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第１７５号）で定める基準を満たすものをいう。）として、利用者に対し創作的活動及び生産活

動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。 

（２） 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社

会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障がいに対する理解促進を図る

ための普及啓発の事業を実施する。 

（３） 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅の障がい者に対し機能訓

練、社会適応訓練、入浴サービス等を実施する。 

（４） 地域活動支援センターⅢ型 地域の障がい者のための援護対策として、地域の障がい者団体が

実施する通所による援護事業を実施する。 

（対象者） 

第１９条 地域活動支援センター事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 市内に住所を有する障がい者等 

（２） 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者 

（職員配置） 

第２０条 事業ごとの職員の配置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 基礎的事業 ２人以上の職員を配置し、うち１人以上を専任者とする。 

（２） 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業において配置する職員のほか、１人以上の職員を配置

し、うち２人以上を常勤の職員とする。 

（３） 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業において配置する職員のほか、１人以上の職員を配置

し、うち１人以上を常勤の職員とする。 

（４） 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業において配置する職員のうち、１人以上を常勤の職員

とする。 

（利用者数） 

第２１条 基礎的事業を除く事業の事業ごとの１日当たりの実利用人数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 地域活動支援センターⅠ型 おおむね２０人以上 
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（２） 地域活動支援センターⅡ型 おおむね１５人以上 

（３） 地域活動支援センターⅢ型 おおむね１０人以上 

第１２章 福祉ホーム事業 

（事業の内容） 

第２２条 福祉ホーム事業は、要綱別記１１に規定する福祉ホームの運営を行う事業者に対し運営費を補

助することにより実施するものとする。 

（対象者） 

第２３条 福祉ホーム事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者又は法第１９条第３項若しく

は第４項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等であって、家庭環境、住宅事情等の理由によ

り居宅において生活することが困難なもの（常時の介護又は医療を必要とする状態にある障がい者を除

く。）とする。 

第１３章 訪問入浴サービス事業 

（事業の内容） 

第２４条 訪問入浴サービス事業は、看護師若しくは準看護師又は介護職員（以下「看護師等」という。）

が障がい者等の居宅を訪問し、浴槽の提供をして入浴の介護を行うものとする。 

２ 看護師等は、入浴の介護に際し、障がい者等の身体の清拭、洗髪、衣類の着脱、褥瘡の処置、寝具の

整理等を行うとともに、介護の方法に係る各種の相談対応及び助言を行うものとする。 

（対象者） 

第２５条 訪問入浴サービス事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等であって、次の各号

のいずれかに該当するもの（介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による訪問入浴介護に係る

給付を受けることができる者を除く。）とする。 

（１） 居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な身体障害者（児） 

（２） 前号に掲げる者のほか、事業の利用が必要であると市長が特に認める者 

第１４章 日中一時支援事業 

第１節 日中短期入所事業 

（事業の内容） 

第２６条 日中短期入所事業は、障がい者等に対し、宿泊を伴わない形で日中活動の場を提供し、見守り

等の支援を行うものとする。 

（対象者） 

第２７条 日中短期入所事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等のうち、介護を行う者の

疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが困難なものであって、日中の保護及び看護が

必要なものとする。 

第２節 障がい児タイムケア事業 

（事業の内容） 

第２８条 障がい児タイムケア事業は、障害児通所支援事業所、学校の空き教室等において、障がい児に

日中活動の場を提供するとともに、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うものとする。 

（対象者） 

第２９条 障がい児タイムケア事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい児（児童に限る。）で

あって、日中に監護をする者がいない等の理由により放課後又は夏休み等の長期休暇において活動場所

を必要とするものとする。 

第１５章 社会参加支援事業 

第１節 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 

（事業の内容） 

第３０条 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業は、障がい者等の体力増強、交流等に資するため、

障がい者スポーツ団体、障がい者団体等の参画及び協力を得て障がい者スポーツ・レクリエーション教

室、障がい者スポーツ大会等を開催し、障がい者スポーツに触れる機会等を提供するものとする。 

（対象者） 

第３１条 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業の対象となる者は、原則として市内に住所を有す

る障がい者等並びに市内の障がい者施設の利用者及びその家族とし、スポーツ大会等ごとに別に定める

ものとする。 

第２節 点字・声の広報等発行事業 

（事業の内容） 

第３２条 点字・声の広報等発行事業は、文字による情報入手が困難な視覚障害者（児）に、点訳、音訳

その他障がい者等に分かりやすい方法により市の広報、障がい者関係事業の紹介、生活情報その他地域
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生活上必要度の高い情報等を定期的に又は必要に応じて提供するものとする。 

（対象者） 

第３３条 点字・声の広報等発行事業の対象となる者は、市内に住所を有する視覚障害者（児）であって、

同居者が高齢である等の理由により広報等を読み聞かせる者がいないもの又は独居のものとする。 

第３節 自動車運転免許取得・改造事業 

第１款 自動車運転免許取得費助成事業 

（事業の内容） 

第３４条 自動車運転免許取得費助成事業は、障がい者に対し自動車運転免許の取得に要する費用の一部

を助成するものとする。 

（対象者） 

第３５条 自動車運転免許取得費助成事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者であって、道

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９６条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就

労等社会活動への参加のため運転免許を取得しようとするものとする。 

（助成金の額） 

第３６条 助成金の額は、自動車運転免許取得に直接要した費用（入所料、教材費、適性検査料、教習料、

検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。）に３分の２を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とし、その額が１０万円を超えるときは、１０万円とする。 

第２款 自動車改造費助成事業 

（事業の内容） 

第３７条 自動車改造費助成事業は、重度身体障害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が上肢の機能の障がい、下肢の

機能の障がい又は体幹の機能の障がいの１級又は２級である者をいう。以下同じ。）に対し自動車の改

造に要する費用の一部を助成するものとする。 

（対象者） 

第３８条 自動車改造費助成事業の対象となる者は、市内に住所を有する重度身体障害者であって、自立

した生活を営み、社会活動に参加し、又は就労するに当たって自ら所有し運転する自動車の操向装置、

駆動装置等の一部を改造する必要があるものとする。 

（助成金の額等） 

第３９条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に直接要する費用（その額が１０万円を超えると

きは、１０万円）とし、助成の回数は、１車両につき１回を限度とする。 

第１６章 知的障害者職親委託制度事業 

（事業の内容） 

第４０条 知的障害者職親委託制度事業は、一定期間、知的障害者を知的障害者の更生援護に熱意を有す

る事業経営者等の私人（以下「職親」という。）が預かり、生活指導及び技能習得訓練等を行うものと

する。 

（対象者） 

第４１条 知的障害者職親委託制度事業の対象となる者は、市内に住所を有する知的障害者であって、知

的障害者更生相談所により職親に委託することが適当と判定されたものとする。 

（職親委託期間等） 

第４２条 知的障害者を職親に委託する期間は、１年以内の期間で市長が定める期間とする。ただし、市

長が必要があると認めるときは、委託期間を更新することを妨げない。 

２ 市長は、前項の委託期間内に職親への委託の目的が達成され、一般雇用関係への移行又は新たな就職

が行われるよう努めるものとする。 

第１７章 雑則 

（利用の廃止等） 

第４３条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域生活支援事業の利用を廃止し、

又は停止することができる。 

（１） 利用者が事業対象要件に該当しなくなったとき。 

（２） 利用者が死亡したとき。 

（３） 事業の利用を不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により地域生活支援事業の利用の廃止又は停止をするときは、八代市地域生活支

援事業利用廃止（停止）通知書（別記様式）により利用者に通知するものとする。 

（その他） 

第４４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

（八代市地域生活支援事業実施要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

（１） 八代市地域生活支援事業実施要綱（平成１８年八代市告示第１０３号） 

（２） 八代市重度障害児（者）日常生活用具給付実施要綱（平成１７年八代市告示第８８号） 

（３） 八代市身体障害者デイサービス相互利用事業実施要綱（平成１７年八代市告示第８９号） 

（４） 八代市障害児放課後・夏休みデイサービス事業実施要綱（平成１７年八代市告示第９０号） 

（５） 八代市身体障害児（者）訪問入浴サービス事業実施要綱（平成１７年八代市告示第９１号） 

（６） 八代市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成２１年八代市告示第４０号） 

附 則（平成２６年３月２８日告示第３９号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

様式（省略） 
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八代市地域生活支援事業（日中一時支援）実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）の日中における活動の場を

確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護を行う者の一時的な負担軽減を図るため、八代市

地域生活支援事業実施要綱（平成２５年八代市告示第５３号。以下「要綱」という。）第１４章に規定

する日中一時支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（サービス提供事業所） 

第２条 事業に係るサービス（以下「サービス」という。）を実施する事業所（以下「事業所」という。）

は、法人格を有する事業所であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）別表第１の障がい者等の数の欄に掲げる区分に応じ、同表の有資格者の欄及び補助員の欄に定め

る数の職員を配置する事業所であること。 

（２）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。）に基づく短期入所の指定を受けている者又はそれと同等のサービスの提供が可能

な事業所で、市長が適当と認めるものであること。 

２ 事業所は、事業に従事する職員には、障がい者等に対し適切な対応を行う能力を有する者を充てな

ければならない。 

 

（事業所の登録） 

第３条 事業者は、事業所ごとに事前に市に登録しなければならない。 

２ 事業所の登録をしようとする者は、八代市地域生活支援事業日中一時支援事業所登録申請書（様式

第１号）に必要な関係書類を添付して、市長に提出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、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、

八代市地域生活支援事業日中一時支援事業所登録決定・却下通知書（様式第２号）により当該申請を

した者に通知するものとする。 

 

（対象者） 

第４条 事業を利用することができる障がい者等は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅にお

いて介護を受けることが困難となり、日中の保護及び看護が必要となる者であって、市内に居住地を

有しているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（1）身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第 4項の規定により、身体障害者手帳の交付

を受けている者 

（2） 療育手帳交付要綱（昭和 48 年 9 月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知）に基づく療育手

帳の交付を受けている者 

（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）第 45条第 2項の規定により、

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

（4）前 3号に準じると市長が認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、法、介護保険法（平成９年法律第１２３号）その他の法令に基づきサー

ビスに相当するものを受けることができる者は、事業の対象としない。 

 

（利用手続） 

第５条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者（以下「申請者」という。）は、八代市地域

生活支援事業利用（変更）申請書（様式第３号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の内容を決定し

たときは八代市地域生活支援事業（日中一時支援事業）利用（変更）決定通知書（様式第４号。以下

「決定通知書」という。）及び八代市地域生活支援事業（日中一時支援）利用者証（様式第５号。以下

「利用者証」という。）により、事業の利用を却下したときは八代市地域生活支援事業利用（変更）申

請却下通知書（様式第６号。以下「却下通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。 

３ 決定通知書の有効期間は、利用決定を行った日から当該日の属する年度の末日までとする。 
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４ 事業の利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）が、サービスを利用しようとするときは、利

用者証を事業所に提示し、直接依頼するものとする。 

 

（利用の変更） 

第６条 利用者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、申請書に必要な書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の規定による利用の変更について準用する。 

 

（利用の取消し） 

第７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。 

（１）事業の対象者でなくなったとき。 

（２）不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

（３）その他市長が利用を不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、八代市地域生活支援事業利用決定取消通知書（様

式第７号）により利用者に通知し、利用者証を返還させるものとする。 

 

（登録事業者の届出義務） 

第８条 第３条の規定による事業所の登録を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）は、当該登録

に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やか

に八代市地域生活支援事業（日中一時支援事業）事業所登録変更・中止届（様式第８号）により市長

に届け出なければならない。 

 

（利用者の届出義務） 

第９条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、八代市地域生活支援事業再交付・変更・返

還申請（届出）書により、速やかに市長に届け出なければならない。 

（１）利用決定を受けた内容を変更しようとするとき。 

（２）利用の中止をしようとするとき。 

２ 利用者は、利用者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに八代市地域生活支援事業再交付・変更・

返還申請（届出）書を市長に提出し、利用者証の再交付を受けなければならない。 

 

（サービス利用日数）  
第９条 利用者の利用限度日数は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める日数を

限度とする。ただし、他の日中活動系サービス及び施設通所サービスを受けた場合は、市長が必要と

認める場合を除き、同一日に事業を利用することはできないものとする。 

（１）日中短期入所 １か月当たり１０日 

（２）日中タイムケア（障がい児に限る。） 上限なし（放課後等デイサービ 

スの利用の決定を受けた者にあっては、当該決定を受けた日数を除く。） 

 

（利用料及び事業費の支給） 

第１０条 市長は、事業費の額から利用決定者が登録事業者に支払う利用料を除いた額を支給する。 

２ 利用者は、利用料として登録事業者に支払う別表第２に定めるところにより算出したサービスの提

供に要する経費（以下「事業費」という。）の１割を負担するものとする。 

 

（代理受領） 

第１１条 登録事業者は、前条第２項の規定により市長が支給する額を、利用者の委任に基づき、利用

者に代わって支払を受けることができる。 

 

（事業費の請求等） 

第１２条 登録事業者は、毎月１０日までに前月分の八代市地域生活支援事業（日中一時支援事業）費

請求書（様式第１０号）、八代市地域生活支援事業（日中一時支援事業）費明細書（様式第１１号）

及び八代市地域生活支援事業（日中一時支援事業）サービス提供実績記録票（様式第１２号）により、
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市長に事業費の請求を行うものとする。 

２ 市長は、登録事業者からの請求に基づき、その内容を審査の上、正当な請求のあった日の属する月

の翌月の末日までに事業費を支払うものとする。 

 

（利用料の免除） 

第１３条 市長は、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、第１０条第１項に規

定する利用料を免除することができる。 

（１）生活保護法（昭和２４年法律第１４４号）に基づく生活扶助を受けている世帯 

（２）世帯主及び世帯員の申請時の市町村民税が非課税である世帯 

２ 前項第２号に規定する世帯の範囲については、利用者が障がい者である場合については当該障がい

者及びその配偶者とし、利用者が障がい児である場合については当該障がい児を含む同一世帯全体と

する。 

 

（登録事業者の遵守事項） 

第１４条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務

体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

３ 登録事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、市長及びその障がい者等家族等に速や

かに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

４ 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容及び料金並びにサービスの提供に従事

する職員の有する資格並びに事業費の代理受領に関する経理状況を明示しなければならない。 

５ 登録事業者及びその事業所の従業者は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければ

ならい。 

６ 登録事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス

の提供日から５年間保管しなければならない。 

 

（利用者の遵守事項） 

第１５条 利用者は、利用者証を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用してはならい。 

 

（その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成２９年１１月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

 

障がい者等の数 有資格者 補助員 

２～３人 １人 ０人 

４～５人 １人 １人 

６～１０人 １人 ２人 

１１～１５人 １人 ３人 

 

備考  

 １ この表において「有資格者」とは、保育士資格所持者、障害者等施設、支援学校等に従事した経

験がある者、支援学校保護者ＯＢ等をいう。 

２ この表において「補助員」とは、有資格者のほか、事業に従事するに当たり必要な経験等がある

と市長が認める者をいう。 

 

 

別表第２（第１０条関係） 

 

日中短期入所 ６３６単位に、次の各号に掲げる所要時間の区分に応じ、当該各号に定め

る係数を乗じて得た数に１０円を乗じて得た額 

（１）４時間未満 ０．２５ 

（２）４時間以上８時間未満 ０．５ 

（３）８時間以上 ０．７５ 

日中タイムケア 基 本 料 金

（１日当た

り） 

放課後タイムケア ４時間未満 ２，０００円 

長期休暇等タイムケア ４時間未満 ２，０００円 

４時間以上８時間未満 ４，０

００円 

８時間以上 ４，７７０円 

送迎加算 １回当たり ５４０円 

 

備考 

 １ 重症心身障がい者（児）が医療機関である事業所を利用する場合におけるこの表の適用

については、同表日中短期入所事業の項中「６３６単位」とあるのは、「１，９４３単位」

とする。 

 ２ 遷延性意識障がい者（児）が医療機関である事業所を利用する場合におけるこの表の適

用については、同表日中短期入所事業の項中「６３６単位」とあるのは、「１，３５２単

位」とする。 

 


