平 成３０年
第 １回市議 会定例会

議案第７２号

函 館市指定 障害福祉 サービスの事業等の人員，設備および
運 営に関す る基準等 を定める条例の一部改正について
函 館市指定 障害福祉 サービスの事業等 の人員 ，設備および 運営 に関 す
る基 準等を定 める条例 の一部を改正する条例を次のように定める。
平成３０ 年２月２ ６日提出
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函 館市指定 障害福祉 サービスの事業等の人員，設備および
運 営に関す る基準等 を定める条例の一部を改正する条例
函 館市指定 障害福祉 サービスの事業等 の人員 ，設備および 運営 に関 す
る基 準等を定 める条例 （平成２５年函館市条例第１４号）の一部を次の
よう に改正す る。
目 次中「第 １６８条 」を「第１６７条 の２」 に，
「第 １３章

共同生活 援助

「第 １３章

就労定着 支援

第１節

基本方針 （第１９４条の２）

第２節

人員に関 する基準（第１９４条の３・第１９４条の

」を

４）
第３節

設備に関 する基準（第１９４条の５）

第４節

運営に関 する基準（第１９４条の６～第１９４条の
１２）

第 １４章

自立生活 援助

第１節

基本方針 （第１９４条の１３）

第２節

人員に関 する基準（第１９４条の１４・第１９４条
の１５）

第３節

設備に関 する基準（第１９４条の１６）

第４節

運営に関 する基準（第１９４条の１７～第１９４条

に，

の２０）
第 １５章
「第 ５節

共同生活 援助
外 部サービ ス利用型指定共同生活援助の事業の基本方
針ならびに 人員，設備および 運営に関する基準

「第 ５節

」

」

を

日 中サービ ス支援型指定共同生活援助の事業の基本方
針ならびに 人員，設備および 運営に関する基準

第１款

この節の 趣旨および基本方針（第２０１条の２・第
２０１条の３ ）

第２款

人員に関 する基準（第２０１条の４・第２０１条の
５）

第３款

設備に関 する基準（第２０１条の６）

第４款

運営に関 する基準（第２０１条の７～第２０１条の

に，

１１）
第 ６節

外 部サービ ス利用型指定共同 生活援 助の事業の基 本方
針ならびに 人員，設備および 運営に関する基準

」

「第 ２０１条 の２・第 ２０１条の３」を「第２０１条の１２・第２０１
条の １３」に ，「第２ ０１条の４・第２０１条の５」を「第２０１条の
１４ ・第２０ １条の１ ５」に，「第２０１条の６」を「第２０１条の16」
に， 「第２０ １条の７ ～第２０１条の１２」を「第２０１条の１７～第
２０ １条の２ ２」に， 「第１４章」を「第１６章」に，「第１５章」を
「第 １７章」 に，「第 １６章」を「第１８章」に改める。
第 ２条第２ 項第３号 中「第５条第２１ 項」を 「第５条第２ ３項 」に 改
め， 同項第１ ６号中「 指定放課後等デイサービスの事業」の後ろに「，
同令 第７１条 の７に規 定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を加
える 。
第 ３条第１ 項中「第 １３章」を「第１ ５章」 に改める。
第 ６条第１ 項中「第 ２０１条の２およ び第２ ０１条の１０ 第２ 項」 を
「第 ２０１条 の１２お よび第２０１条の２０第２項」に改める。
第 ８０条第 １項第２ 号中「第１６章」 を「第 １８章」に改 める 。
第 ８７条の 次に次の １条を加える。

（ 職場への 定着のた めの支援の実施）
第87条の２

指定生活 介護事業者は，障害者の職場への定着を促進する

た め，当該 指定生活 介護事業者が提供 する指 定生活介護を 受け て通 常
の 事業所に 新たに雇 用された障害者に ついて ，障害者就業 ・生 活支 援
センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第
１ ２３号） 第２７条 第２項に規定する 障害者 就業・生活支 援セ ンタ ー
を いう。以 下同じ。 ）等の関係機関と 連携し て，当該障害 者が 就職 し
た 日から６ 月以上， 職業生活における 相談等 の支援の継続 に努 めな け
れ ばならな い。
第 １００条 第１項第 ２号中「または第 ２０１ 条の４第１項 」を 「， 第
２０ １条の２ に規定す る日中サービス支援型指定共同生活援助事業者ま
たは 第２０１ 条の１４ 第１項」に改め，同号ア中「または第２０１条の
２」 を「，第 ２０１条 の２に規定する日中サービス支援型指定共同生活
援助 または第 ２０１条 の１２」に，「）または」を「），日中サービス
支援 型指定共 同生活援 助事業所（第２０１条の４第１項に規定する日中
サー ビス支援 型指定共 同生活援助事業所をいう。以下この章において同
じ。 ）または 」に，「 第２０１条の４第１項」を「第２０１条の１４第
１項 」に改め ，同条第 ２項第２号中「指定自立訓練（生活訓練）事業者
等」 の後ろに 「（第２ ０１条の２に規定する日中サービス支援型指定共
同生 活援助事 業者を除 く。）」を加え，同号ア中「指定自立訓練（生活
訓練 ）等」の 後ろに「 （第２０１条の２に規定する日中サービス支援型
指定 共同生活 援助を除 く。）」を加え，「の利用者の数および」を「（
日中 サービス 支援型指 定共同生活援助事業所を除く。以下このアにおい
て同 じ。）の 利用者の 数および」に改め，同条第３項第１号中「第 196
条第 １項に規 定する」 を削り，「第２０１条の４第１項に規定する」を
「日 中サービ ス支援型 指定共同生活援助事業所，」に改め，同号ア中「
第２ ０１条の ２」を「 第２０１条の２に規定する日中サービス支援型指
定共 同生活援 助，第２ ０１条の１２」に改める。
第 １０９条 各号列記 以外の部分中「の 各号」 を削り，同条 第２ 号中 「
第２ ０１条の ４第１項 」を「第２０１条の１４第１項」に改める。

第 １１４条 第４項中 「専任かつ」を削 る。
第 １２０条 第１項中 「サービス利用計 画」を 「重度障害者 等包 括支 援
計画 」に改め る。
第 １２１条 の見出し を「（重度障害者 等包括 支援計画の作 成） 」に 改
め， 同条第１ 項中「重 度障害者等包括支援サービス利用計画（以下この
章に おいて「 サービス 利用計画」という。）」を「重度障害者等包括支
援計 画」に改 め，同条 第２項を削り，同条第３項中「サービス利用計画」
を「 重度障害 者等包括 支援計画」に改め，同項を同条第２項とし，同条
第４ 項中「サ ービス利 用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め，
同項 を同条第 ３項とし ，同条第５項中「から第３項まで」を「および第
２項 」に，「 サービス 利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改
め， 同項を同 条第４項 とする。
第 １４２条 中「，施 行規則第６条の７ 第１号 に規定する者 に対 して 」
を削 る。
第 １４９条 中「第８ ８条」を「第８７ 条の２ 」に改める。
第 １５２条 中「，施 行規則第６条の７ 第２号 に規定する者 に対 して 」
を削 る。
第 １５９条 中「第８ ８条」を「第８７ 条の２ 」に改める。
第 １６８条 第２項中 「（障害者の雇用 の促進 等に関する法 律（ 昭和 35
年法 律第１２ ３号）第 ２７条第２項に規定する障害者就業・生活支援セ
ンタ ーをいう 。以下同 じ。）」を削り，第１０章第４節中同条の前に次
の１ 条を加え る。
（ 通勤のた めの訓練 の実施）
第1 6 7条の２

指定就 労移行支援事業者は，利用者が自ら通常の事業所

に 通勤する ことがで きるよう，通勤の ための 訓練を実施し なけ れば な
ら ない。
第 １７２条 中「第８ ６条」の後ろに「 ，第８ ７条，第８８ 条」 を加 え
る。
第 １６章を 第１８章 とし，第１５章を 第１７ 章とし，第１ ４章 を第 16
章と する。

第 １９９条 第３項中 「利用者の」を「 当該利 用者の」に改 め， 「家 事
等」 の後ろに 「（指定 共同生活援助として提供される介護または家事等
を除 く。）」 を加える 。
第 ２０１条 の１２中 「第２０１条の１ ２」を 「第２０１条 の２ ２」 に
改め ，第１３ 章第５節 第４款中同条を第２０１条の２２とし，第２０１
条の １１を第 ２０１条 の２１とし，第２０１条の８から第２０１条の10
まで を１０条 ずつ繰り 下げる。
第 ２０１条 の７第１ 項中「第２０１条 の９」 を「第２０１ 条の １９ 」
に改 め，同条 を第２０ １条の１７とし，第１３章第５節第３款中第 201
条の ６を第２ ０１条の １６とし，同節第２款中第２０１条の５を第 201
条の １５とし ，第２０ １条の４を第２０１条の１４とし，同節第１款中
第２ ０１条の ３を第２ ０１条の１３とする。
第 ２０１条 の２中「 前節」を「第４節 」に， 「第２０１条 の１ ２」 を
「第 ２０１条 の２２」 に，「第２０１条の４第１項」を「第２０１条の
１４ 第１項」 に改め， 同条を第２０１条の１２とする。
第 １３章中 第５節を 第６節とし，第４ 節の次 に次の１節を 加え る。
第５節

日中 サービス支援型指 定共同生活援助の事業の基本方
針ならびに人員，設備 および運営に関す る基準

第１款

こ の節の趣旨および 基本方針

（ この節の 趣旨）
第2 0 1条の２

第１節 から前節までの規定にかかわらず，日中サービス

支 援型指定 共同生活 援助（指定共同生 活援助 であって，当 該指 定共 同
生 活援助に 係る指定 共同生活援助事業 所の従 業者により， 常時 介護 を
要 する者に 対して， 常時の支援体制を 確保し た上で行われ る入 浴， 排
せ つ，食事 の介護そ の他の日常生活上 の援助 をいう。以下 同じ 。） の
事 業を行う 者（以下 「日中サービス支 援型指 定共同生活援 助事 業者 」
と いう。） の基本方 針ならびに人員， 設備お よび運営に関 する 基準 に
つ いては， この節に 定めるところによ る。
（ 基本方針 ）
第2 0 1条の３

日中サ ービス支援型指定共同生活援助の事業は，常時の

支 援体制を 確保する ことにより，利用 者が地 域において， 家庭 的な 環
境 および地 域住民と の交流の下で自立 した日 常生活または 社会 生活 を
営 むことが できるよ う，当該利用者の 身体お よび精神の状 況な らび に
そ の置かれ ている環 境に応じて共同生 活住居 において相談 ，入 浴， 排
せ つまたは 食事の介 護その他の日常生 活上の 援助を適切か つ効 果的 に
行 うもので なければ ならない。
第２款

人 員に関する基準

（ 従業者の 員数）
第2 0 1条の４

日中サ ービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業

を 行う事業 所（以下 「日中サービス支 援型指 定共同生活援 助事 業所 」
と いう。） に置くべ き従業者およびそ の員数 は，次のとお りと する 。
(1) 世話人

夜間お よび深夜の時間帯 以外の 時間帯におけ る日 中サ ー

ビス支援 型指定共 同生活援助の提供に当たる世話人の総数は，日中
サービス 支援型指 定共同生活援助事業所ごとに，常勤換算方法で，
利用者の 数を５で 除した数以上
(2) 生活支 援員

夜 間および深夜の時 間帯以 外の時間帯に おけ る日 中

サービス 支援型指 定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数
は，日中 サービス 支援型指定共同生活援助事業所ごとに，常勤換算
方法で， 次のアか らエまでに掲げる数の合計数以上
ア

区分 省令第１ 条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数
を ９で除し た数

イ

区分 省令第１ 条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数
を ６で除し た数

ウ

区分 省令第１ 条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数
を ４で除し た数

エ

区分 省令第１ 条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数
を ２．５で 除した数

(3) サービ ス管理責 任者

日中サービ ス支援 型指定共同生 活援 助事 業

所ごとに ，アまた はイに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれ
アまたは イに掲げ る数

ア

利用 者の数が ３０以下

１以上

イ

利用 者の数が ３１以上

１に，利用者の数が３０を超えて３０

ま たはその 端数を増 すごとに１を加えて得た数以上
２

前項に規 定する日 中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほ
か ，共同生 活住居ご とに，夜間および 深夜の 時間帯を通じ て１ 以上 の
夜 間支援従 事者（夜 間および深夜の時 間帯に 勤務（宿直勤 務を 除く 。）
を 行う世話 人または 生活支援員をいう 。）を 置くものとす る。

３

第１項の 利用者の 数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指
定 を受ける 場合は， 推定数による。

４

第１項お よび第２ 項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援
助 の従業者 は，専ら 日中サービス支援 型指定 共同生活援助 事業 所の 職
務 に従事す る者でな ければならない。 ただし ，利用者の支 援に 支障 が
な い場合は ，この限 りでない。

５

第１項お よび第２ 項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援
助 の従業者 のうち， １人以上は，常勤 でなけ ればならない 。
（ 準用）

第2 0 1条の５

第１９ ７条の規定は，日中サービス支援型指定共同生活

援 助の事業 について 準用する。
第３款

設 備に関する基準

（ 設備）
第2 0 1条の６

日中サ ービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住

居 は，住宅 地または 住宅地と同程度に 利用者 の家族や地域 住民 との 交
流 の機会が 確保され る地域にあり，か つ，入 所施設または 病院 の敷 地
外 にあるよ うにしな ければならない。
２

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業所は，１以上の共同生活
住 居を有す るものと し，当該共同生活 住居の 入居定員の合 計は ４人 以
上 とする。

３

共同生活 住居の配 置，構造および設備は，利用者の特性に応じて工
夫 されたも のでなけ ればならない。

４

共同生活 住居は， その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただ

し ，構造上 ，共同生 活住居ごとの独立 性が確 保されており ，利 用者 の
支 援に支障 がない場 合は，１つの建物 に複数 の共同生活住 居を 設け る
こ とができ るものと する。この場合に おいて ，１つの建物 の入 居定 員
の 合計は２ ０人以下 とする。
５

既存の建 物を共同 生活住居とする場合にあっては，当該共同生活住
居 の入居定 員を２人 以上２０人（市長 が特に 必要があると 認め ると き
は ３０人） 以下とす ることができる。

６

既存の建 物を共同 生活住居とした共同生活住居を改築する場合であ
っ て，市長 が特に必 要があると認める ときは ，前項の規定 にか かわ ら
ず ，当該共 同生活住 居の入居定員を２ 人以上 ３０人以下（ ただ し， 当
該 共同生活 住居を改 築する時点の入居 定員と 同数を上限と する 。） と
す ることが できる。

７

共同生活 住居は， １以上のユニットを有するほか，日常生活を営む
上 で必要な 設備を設 けなければならな い。

８

ユニット の入居定 員は，２人以上１０人以下とする。

９

ユニット には，居 室および居室に近接して設けられる相互に交流を
図 ることが できる設 備を設けることと し，そ の基準は，次 のと おり と
す る。
(1) 一の居 室の定員 は，１人とするこ と。た だし，利用者 のサ ービ ス
提供上必 要と認め られる場合は，２人とすることができる。
(2) 一の居 室の面積 は，収納設備等を 除き， ７．４３平方 メー トル 以
上とする こと。
第４款

運 営に関する基準

（ 実施主体 ）
第2 0 1条の７

日中サ ービス支援型指定共同生活援助事業者は，当該日

中 サービス 支援型指 定共同生活援助と 同時に 第９９条に規 定す る指 定
短 期入所（ 第１００ 条第１項に規定す る併設 事業所または 同条 第３ 項
に 規定する 単独型事 業所に係るものに 限る。 ）を行うもの とす る。
（ 介護およ び家事等 ）
第2 0 1条の８

介護は ，利用者の身体および精神の状況に応じ，当該利

用 者の自立 の支援お よび日常生活の充 実に資 するよう，適 切な 技術 を
も って行わ なければ ならない。
２

調理，洗 濯その他 の家事等は，原則として利用者と従業者が共同で
行 うように 努めなけ ればならない。

３

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業者は，常時１人以上の従
業 者を介護 または家 事等に従事させな ければ ならない。

４

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業者は，その利用者に対し
て ，当該利 用者の負 担により，当該日 中サー ビス支援型指 定共 同生 活
援 助事業所 の従業者 以外の者による介 護また は家事等（日 中サ ービ ス
支 援型指定 共同生活 援助として提供さ れる介 護または家事 等を 除く 。）
を 受けさせ てはなら ない。
（ 社会生活 上の便宜 の供与等）

第2 0 1条の９

日中サ ービス支援型指定共同生活援助事業者は，利用者

の 身体およ び精神の 状況またはその置 かれて いる環境等に 応じ て， 利
用 者の意向 に基づき ，社会生活上必要 な支援 を適切に行わ なけ れば な
ら ない。
２

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業者は，利用者について，
特 定相談支 援事業を 行う者または他の 障害福 祉サービスの 事業 を行 う
者 等との連 絡調整に 努めなければなら ない。

３

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業者は，利用者が日常生活
を 営む上で 必要な行 政機関に対する手 続等に ついて，その 者ま たは そ
の 家族が行 うことが 困難である場合は ，その 者の同意を得 て代 わっ て
行 わなけれ ばならな い。

４

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業者は，常に利用者の家族
と の連携を 図るとと もに，利用者とそ の家族 との交流等の 機会 を確 保
す るよう努 めなけれ ばならない。
（ 協議の場 の設置等 ）

第2 0 1条の10

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は，日中サ

ー ビス支援 型指定共 同生活援助の提供 に当た っては，法第 ８９ 条の ３
第 １項に規 定する協 議会その他市長が これに 準ずるものと して 特に 認

め るもの（ 以下「協 議会等」という。 ）に対 して定期的に 日中 サー ビ
ス 支援型指 定共同生 活援助の事業の実 施状況 等を報告し， 協議 会等 に
よ る評価を 受けると ともに，協議会等 から必 要な要望，助 言等 を聴 く
機 会を設け なければ ならない。
２

日中サー ビス支援 型指定共同生活援助事業者は，前項の報告，評価，
要 望，助言 等につい ての記録を整備し なけれ ばならない。
（ 準用）

第2 0 1条の11

第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条

ま で，第２ １条，第 ２４条，第２９条 ，第３ ７条から第４ ２条 まで ，
第 ５５条， 第６０条 ，第６２条，第６ ８条， 第７２条，第 ７５ 条か ら
第 ７７条ま で，第９ ０条，第９２条， 第９４ 条，第１５７ 条の ２， 第
１９８条の２から第１９８条の６までおよび第１９９条の３から第
２ ００条の ４までの 規定は，日中サー ビス支 援型指定共同 生活 援助 の
事 業につい て準用す る。この場合にお いて， 第１０条第１ 項中 「第 32
条 」とある のは「第 ２０１条の１１に おいて 準用する第１ ９９ 条の ３」
と ，第２１ 条第２項 中「次条第１項」 とある のは「第２０ １条 の１ １
に おいて準 用する第 １９８条の４第１ 項」と ，第２４条第 ２項 中「 第
２２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１において準用する第
１ ９８条の ４第２項 」と，第６０条中 「療養 介護計画」と ある のは 「
日 中サービ ス支援型 共同生活援助計画 」と， 第７７条第２ 項第 １号 中
「 第６０条 」とある のは「第２０１条 の１１ において読み 替え て準 用
す る第６０ 条」と， 「療養介護計画」 とある のは「日中サ ービ ス支 援
型 共同生活 援助計画 」と，同項第２号 中「第 ５５条第１項 」と ある の
は 「第２０ １条の１ １において準用す る第５ ５条第１項」 と， 同項 第
３ 号中「第 ６７条」 とあるのは「第２ ０１条 の１１におい て準 用す る
第 ９０条」 と，同項 第４号中「第７５ 条第２ 項」とあるの は「 第 201
条 の１１に おいて準 用する第７５条第 ２項」 と，同項第５ 号お よび 第
６ 号中「次 条」とあ るのは「第２０１ 条の１ １」と，第９ ４条 中「 前
条 の協力医 療機関」 とあるのは「第２ ０１条 の１１におい て準 用す る
第 ２００条 の４第１ 項の協力医療機関 および 同条第２項の 協力 歯科 医

療 機関」と ，第１５ ７条の２第１項中 「支給 決定障害者（ 指定 宿泊 型
自 立訓練を 受ける者 および基準省令第 １７０ 条の２第１項 に規 定す る
厚 生労働大 臣が定め る者に限る。）」 とある のは「支給決 定障 害者 （
入 居前の体 験的な日 中サービス支援型 指定共 同生活援助を 受け てい る
者 を除く。 ）」と， 同条第２項中「支 給決定 障害者（指定 宿泊 型自 立
訓 練を受け る者およ び基準省令第１７ ０条の ２第２項に規 定す る厚 生
労 働大臣が 定める者 を除く。）」とあ るのは 「支給決定障 害者 （入 居
前 の体験的 な日中サ ービス支援型指定 共同生 活援助を受け てい る者 に
限 る。）」 と読み替 えるものとする。
第 １３章を 第１５章 とし，第１２章の 次に次 の２章を加え る。
第 １３章
第１節
第1 9 4条の２

就労定着 支援
基本 方針
就労定 着支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

就 労定着支 援」とい う。）の事業は， 利用者 が自立した日 常生 活ま た
は 社会生活 を営むこ とができるよう， 就労に 向けた支援と して 施行 規
則 第６条の １０の２ に規定するものを 受けて 通常の事業所 に新 たに 雇
用 された障 害者に対 して，施行規則第 ６条の １０の３に規 定す る期 間
に わたり， 当該通常 の事業所での就労 の継続 を図るために 必要 な当 該
通 常の事業 所の事業 主，障害福祉サー ビス事 業者等，医療 機関 その 他
の 者との連 絡調整そ の他の支援を適切 かつ効 果的に行うも ので なけ れ
ば ならない 。
第２節

人員 に関する基準

（ 従業者の 員数）
第1 9 4条の３

指定就 労定着支援の事業を行う者（以下「指定就労定着

支 援事業者 」という 。）が当該事業を 行う事 業所（以下「 指定 就労 定
着 支援事業 所」とい う。）に置くべき 就労定 着支援員の数 は， 指定 就
労 定着支援 事業所ご とに，常勤換算方 法で， 利用者の数を ４０ で除 し
た 数以上と する。
２

指定就労 定着支援 事業者は，指定就労定着支援事業所ごとに，当該
指 定就労定 着支援の 事業の利用者の数 （当該 指定就労定着 支援 事業 者

が ，生活介 護，自立 訓練（機能訓練） ，自立 訓練（生活訓 練） ，就 労
移 行支援， 就労継続 支援Ａ型または就 労継続 支援Ｂ型（以 下「 生活 介
護 等」とい う。）に 係る指定障害福祉 サービ ス事業者の指 定を 併せ て
受 け，かつ ，指定就 労定着支援の事業 と生活 介護等に係る 指定 障害 福
祉 サービス 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 就労 定
着 支援の事 業および 生活介護等に係る 指定障 害福祉サービ スの 事業 の
利 用者の合 計数。以 下この条において 同じ。 ）に応じて， 次に 掲げ る
員 数を，サ ービス管 理責任者として置 くこと とする。
(1) 利用者 の数が６ ０以下

１以上

(2) 利用者 の数が６ １以上

１に，利 用者の 数が６０を超 えて ４０ ま

たはその 端数を増 すごとに１を加えて得た数以上
３

前２項の 利用者の 数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指
定 を受ける 場合は， 推定数による。

４

第１項に 規定する 就労定着支援員および第２項に規定するサービス
管 理責任者 は，専ら 当該指定就労定着 支援事 業所の職務に 従事 する 者
で なければ ならない 。ただし，利用者 の支援 に支障がない 場合 は， こ
の 限りでな い。

５

第２項に 規定する サービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤で
な ければな らない。
（ 準用）

第1 9 4条の４

第５２ 条の規定は，指定就労定着支援の事業について準

用 する。
第３節

設備 に関する基準

（ 設備およ び備品等 ）
第1 9 4条の５

指定就 労定着支援事業者は，事業を行うために必要な広

さ の区画を 有すると ともに，指定就労 定着支 援の提供に必 要な 設備 お
よ び備品等 を備えな ければならない。
第４節

運営 に関する基準

（ サービス 管理責任 者の責務）

第1 9 4条の６

サービ ス管理責任者は，第１９４条の１２において準用

す る第６０ 条に規定 する業務のほか， 次に掲 げる業務を行 うも のと す
る。
(1) 利用申 込者の利 用に際し，その者 に係る 指定障害福祉 サー ビス 事
業者等に 対する照 会等により，その者の心身の状況，当該指定就労
定着支援 事業所以 外における指定障害福祉サービス等の利用状況等
を把握す ること。
(2) 利用者 の心身の 状況，その置かれ ている 環境等に照ら し， 利用 者
が地域に おいて自 立した日常生活または社会生活を継続して営むこ
とができ るよう必 要な支援を行うこと。
(3) 他の従 業者に対 する技術指導およ び助言 を行うこと。
（ 実施主体 ）
第1 9 4条の７

指定就 労定着支援事業者は，過去３年間において平均１

人 以上，通 常の事業 所に新たに障害者 を雇用 させている生 活介 護等 に
係 る指定障 害福祉サ ービス事業者でな ければ ならない。
（ 職場への 定着のた めの支援の実施）
第1 9 4条の８

指定就 労定着支援事業者は，利用者の職場への定着およ

び 就労の継 続を図る ため，新たに障害 者を雇 用した通常の 事業 所の 事
業 主，指定 障害福祉 サービス事業者等 ，医療 機関等との連 絡調 整お よ
び 連携を行 うととも に，利用者やその 家族等 に対して，当 該雇 用に 伴
い 生じる日 常生活ま たは社会生活を営 む上で の各般の問題 に関 する 相
談 ，指導お よび助言 その他の必要な支 援を提 供しなければ なら ない 。
２

指定就労 定着支援 事業者は，利用者に対して前項の支援を提供する
に 当たって は，１月 に１回以上，当該 利用者 との対面によ り行 うと と
も に，１月 に１回以 上，当該利用者を 雇用し た通常の事業 所の 事業 主
を 訪問する ことによ り当該利用者の職 場での 状況を把握す るよ う努 め
な ければな らない。
（ サービス 利用中に 離職する者への支 援）

第1 9 4条の９

指定就 労定着支援事業者は，指定就労定着支援の提供期

間 中に雇用 された通 常の事業所を離職 する利 用者であって ，当 該離 職

後 も他の通 常の事業 所への就職等を希 望する ものに対し， 指定 特定 相
談 支援事業 者その他 の関係者と連携し ，他の 指定障害福祉 サー ビス 事
業 者その他 の関係者 との連絡調整その 他の便 宜の提供を行 わな けれ ば
な らない。
（ 運営規程 ）
第1 9 4条の10

指定就労定着支援事業者は，指定就労定着支援事業所ご

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 ならない。
(1) 事業の 目的およ び運営の方針
(2) 従業者 の職種， 員数および職務の 内容
(3) 営業日 および営 業時間
(4) 指定就 労定着支 援の提供方法およ び内容 ならびに支給 決定 障害 者
から受領 する費用 の種類およびその額
(5) 通常の 事業の実 施地域
(6) 事業の 主たる対 象とする障害の種 類を定 めた場合には 当該 障害 の
種類
(7) 虐待の 防止のた めの措置に関する 事項
(8) その他 運営に関 する重要事項
（ 記録の整 備）
第1 9 4条の11

指定就労定着支援事業者は，従業者，設備，備品および

会 計に関す る諸記録 を整備しておかな ければ ならない。
２

指定就労 定着支援 事業者は，利用者に対する指定就労定着支援の提
供 に関する 次に掲げ る記録を整備し， 当該指 定就労定着支 援を 提供 し
た 日から５ 年間保存 しなければならな い。
(1) 次条に おいて準 用する第２０条第 １項に 規定する提供 した 指定 就
労定着支 援に係る 必要な記録事項
(2) 次条に おいて読 み替えて準用する 第６０ 条第１項に規 定す る就 労
定着支援 計画
(3) 次条に おいて準 用する第３０条に 規定す る市町村への 通知 に係 る
記録

(4) 次条に おいて準 用する第４０条第 ２項に 規定する苦情 の内 容等 の
記録
(5) 次条に おいて準 用する第４１条第 ２項に 規定する事故 の状 況お よ
び事故に 際してと った処置についての記録
（ 準用）
第1 9 4条の12

第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第

４ ２条まで ，第５９ 条，第６０条，第 ６２条 および第６８ 条の 規定 は，
指 定就労定 着支援の 事業について準用 する。 この場合にお いて ，第 10
条 第１項中 「第３２ 条」とあるのは「 第１９ ４条の１０」 と， 第２ １
条 第２項中 「次条第 １項」とあるのは 「第１ ９４条の１２ にお いて 準
用 する次条 第１項」 と，第２４条第２ 項中「 第２２条第２ 項」 とあ る
の は「第１ ９４条の １２において準用 する第 ２２条第２項 」と ，第 59
条 第１項中 「次条第 １項」とあるのは 「第１ ９４条の１２ にお いて 準
用 する次条 第１項」 と，「療養介護計 画」と あるのは「就 労定 着支 援
計 画」と， 第６０条 中「療養介護計画 」とあ るのは「就労 定着 支援 計
画 」と読み 替えるも のとする。
第 １４章
第１節
第1 9 4条の13

自立生活 援助
基本 方針
自立生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

自 立生活援 助」とい う。）の事業は， 利用者 が地域におい て自 立し た
日 常生活ま たは社会 生活を営むことが できる よう，定期的 な巡 回ま た
は 随時の通 報を受け て行う訪問，当該 利用者 からの相談対 応等 によ り，
当 該利用者 の状況を 把握し，必要な情 報の提 供および助言 その 他の 必
要 な支援が ，保健， 医療，福祉，就労 支援， 教育等の関係 機関 との 密
接 な連携の 下で，当 該利用者の意向， 適性， 障害の特性そ の他 の状 況
お よびその 置かれて いる環境に応じて ，適切 かつ効果的に 行わ れる も
の でなけれ ばならな い。
第２節

人員 に関する基準

（ 従業者の 員数）
第1 9 4条の14

指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活

援 助事業者 」という 。）が当該事業を 行う事 業所（以下「 指定 自立 生
活 援助事業 所」とい う。）に置くべき 従業者 およびその員 数は ，次 の
と おりとす る。
(1) 地域生 活支援員

指定自立生活援 助事業 所ごとに，１ 以上

(2) サービ ス管理責 任者

指定自立生 活援助 事業所ごとに ，ア また は

イに掲げ る利用者 の数の区分に応じ，それぞれアまたはイに掲げる
数
ア

利用 者の数が ３０以下

１以上

イ

利用 者の数が ３１以上

１に，利用者の数が３０を超えて３０

ま たはその 端数を増 すごとに１を加えて得た数以上
２

前項第１ 号に規定 する地域生活支援員の員数の標準は，利用者の数
が ２５また はその端 数を増すごとに１ とする 。

３

第１項の 利用者の 数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指
定 を受ける 場合は， 推定数による。

４

第１項に 規定する 指定自立生活援助の従業者は，専ら当該指定自立
生 活援助事 業所の職 務に従事する者で なけれ ばならない。 ただ し， 利
用 者の支援 に支障が ない場合は，この 限りで ない。
（ 準用）

第1 9 4条の15

第５２条の規定は，指定自立生活援助の事業について準

用 する。
第３節

設備 に関する基準

（ 準用）
第1 9 4条の16

第１９４条の５の規定は，指定自立生活援助の事業につ

い て準用す る。
第４節

運営 に関する基準

（ 実施主体 ）
第1 9 4条の17

指定自立生活援助事業者は，指定障害福祉サービス事業

者 （居宅介 護，重度 訪問介護，同行援 護，行 動援護，宿泊 型自 立訓 練
ま たは共同 生活援助 の事業を行う者に 限る。 ），指定障害 者支 援施 設
ま たは指定 相談支援 事業者でなければ ならな い。

（ 定期的な 訪問によ る支援）
第1 9 4条の18

指定自立生活援助事業者は，おおむね週に１回以上，利

用 者の居宅 を訪問す ることにより，当 該利用 者の心身の状 況， その 置
か れている 環境およ び日常生活全般の 状況等 の把握を行い ，必 要な 情
報 の提供お よび助言 ならびに相談，指 定障害 福祉サービス 事業 者等 ，
医 療機関等 との連絡 調整その他の障害 者が地 域における自 立し た日 常
生 活または 社会生活 を営むために必要 な援助 を行わなけれ ばな らな い。
（ 随時の通 報による 支援等）
第1 9 4条の19

指定自立生活援助事業者は，利用者からの通報があった

場 合には， 速やかに 当該利用者の居宅 への訪 問等による状 況把 握を 行
わ なければ ならない 。
２

指定自立 生活援助 事業者は，前項の状況把握を踏まえ，当該利用者
の 家族，当 該利用者 が利用する指定障 害福祉 サービス事業 者等 ，医 療
機 関その他 の関係機 関等との連絡調整 その他 の必要な措置 を適 切に 講
じ なければ ならない 。

３

指定自立 生活援助 事業者は，利用者の心身の状況および障害の特性
に 応じ，適 切な方法 により，当該利用 者との 常時の連絡体 制を 確保 し
な ければな らない。
（ 準用）

第1 9 4条の20

第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第

４ ２条まで ，第５９ 条，第６０条，第 ６２条 ，第６８条， 第１ ９４ 条
の ６，第１ ９４条の １０および第１９ ４条の １１の規定は ，指 定自 立
生 活援助の 事業につ いて準用する。こ の場合 において，第 １０ 条第 １
項 中「第３ ２条」と あるのは「第１９ ４条の ２０において 準用 する 第
１ ９４条の １０」と ，第２１条第２項 中「次 条第１項」と ある のは 「
第 １９４条 の２０に おいて準用する次 条第１ 項」と，第６ ０条 中「 療
養 介護計画 」とある のは「自立生活援 助計画 」と，同条第 ８項 中「 ６
月 」とある のは「３ 月」と読み替える ものと する。
附 則第３条 中「第２ ０１条の６」を「 第２０ １条の１６」 に改 める 。
附 則第４条 第１項お よび第２項各号列 記以外 の部分中「第 １９ ９条 第

３項 」の後ろ に「およ び第２０１条の８第４項」を，「指定共同生活援
助事 業所」の 後ろに「 または日中サービス支援型指定共同生活援助事業
所」 を加え， 「平成３ ０年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に
改め ，同条第 ３項中「 エまで」の後ろに「および第２０１条の４第１項
第２ 号イから エまで」 を加える。
附 則第５条 中「第２ ０１条の６」を「 第２０ １条の１６」 に改 める 。
附

則

こ の条例は ，平成３ ０年４月１日から 施行す る。

（ 提案理由 ）
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の
一部 改正に伴 い，就労 定着支援および自立生活援助ならびに日中サービ
ス支 援型指定 共同生活 援助に関する基準を定め，ならびに指定生活介護
事業 者が実施 すべき職 場への定着のための支援に係る運営の基準に関す
る規 定，指定 短期入所 の事業の人員の基準に関する規定等を整備するた
め

