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改 正 後 改 正 前 

〇表紙 

 

水戸市障害福祉サービス等支給決定基準 

 

 

令和３年 

水戸市 

 

〇（６ページ） 自立生活援助の更新回数 

 

９ 訓練等給付における標準利用期間を超える期間の支給決定 

 

訓練等給付のうち，サービス利用の長期化を防ぐために標準利用期間の定

められたサービス（自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行

支援，宿泊型自立訓練及び共同生活援助（地域移行型ホーム，サテライト型

住居に限る。）及び自立生活援助について，利用者より標準利用期間を超え

て継続の申請があった場合には，事業者が提出した「標準利用期間終了にお

ける支給決定の更新に関する意見書」を審査会に提示して個別審査又は意見

聴取を行い，市はそれを踏まえて支給決定を行うものとする。 

審査会において必要性が認められた場合，最大１年間の更新が可能である

（原則１回。ただし，自立生活援助については，市町村審査会の個別審査を

経て，必要性が認められた場合は回数の制限なく更新が可能。）共同生活援

助（日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。）におけるサテライト型 

〇表紙 

 

水戸市障害福祉サービス等支給決定基準 

 

 

令和２年 

水戸市 

 

〇（６ページ） 自立生活援助の更新回数 

 

９ 訓練等給付における標準利用期間を超える期間の支給決定 

 

訓練等給付のうち，サービス利用の長期化を防ぐために標準利用期間の定め

られたサービス（自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，

宿泊型自立訓練及び共同生活援助（地域移行型ホーム，サテライト型住居に限

る。）及び自立生活援助について，利用者より標準利用期間を超えて継続の申

請があった場合には，事業者が提出した「標準利用期間終了における支給決定

の更新に関する意見書」を審査会に提示して個別審査又は意見聴取を行い，市

はそれを踏まえて支給決定を行うものとする。 

審査会において必要性が認められた場合，最大１年間の更新が可能である

（原則１回）。共同生活援助（日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。）

におけるサテライト型住居は，入居から３年間を超える支給決定の更新の申請

があった場合には，審査会の意見を聴き，引き続き，サテライト型住居を 
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改 正 後 改 正 前 

住居は，入居から３年間を超える支給決定の更新の申請があった場合には，

審査会の意見を聴き，引き続き，サテライト型住居を利用することにより一

般住宅等への移行が見込まれる場合等については支給決定を更新すること

が可能である。 

サービス毎の標準利用期間については次（Ⅱ各論）に定めるところによる。 

〇サービス毎の審査会の運営方法について 

(1) 自立訓練（機能訓練）   ・・・・・・個別審査 

(2) 自立訓練（生活訓練）   ・・・・・・個別審査 

(3) 就労移行支援       ・・・・・・個別審査 

(4) 宿泊型自立訓練      ・・・・・・意見聴取 

(5) 共同生活援助（グループホーム） ・・・意見聴取※サテライト型住居

に限る 

(6) 自立生活援助       ・・・・・・個別審査 

 

〇17ページ 居宅介護のヘルパーによる育児支援の根拠通知 

 

育児は，利用者（親）が本来家庭内で行うべき支援を代替するものであり，

次の(1)～(3)のいずれにも該当する場合に利用者，子ども，家族等の状況を

勘案し，必要に応じて「居宅介護」，「重度訪問介護」の対象範囲に含める。 

(1) 利用者が障害によって家事や付添が困難な場合 

(2) 利用者の子どもが一人では対応できない場合 

(3) 他の家族等による支援が受けられない場合 

●育児支援の内容 

利用することにより単身生活への移行が見込まれる場合等については支給決

定を更新することが可能である。 

サービス毎の標準利用期間については次（Ⅱ各論）に定めるところによる。 

〇サービス毎の審査会の運営方法について 

(1) 自立訓練（機能訓練）   ・・・・・・個別審査 

(2) 自立訓練（生活訓練）   ・・・・・・個別審査 

(3) 就労移行支援       ・・・・・・個別審査 

(4) 宿泊型自立訓練      ・・・・・・意見聴取 

(5) 共同生活援助（グループホーム） ・・・意見聴取※サテライト型住居に

限る 

(6) 自立生活援助       ・・・・・・個別審査 

 

 

 

〇17ページ 居宅介護のヘルパーによる育児支援の根拠通知 

 

育児は，利用者（親）が本来家庭内で行うべき支援を代替するものであり，次

の(1)～(3)のいずれにも該当する場合に利用者，子ども，家族等の状況を勘案

し，必要に応じて「居宅介護」，「重度訪問介護」の対象範囲に含める。 

(1) 利用者が障害によって家事や付添が困難な場合 

(2) 利用者の子どもが一人では対応できない場合 

(3) 他の家族等による支援が受けられない場合 

●育児支援の内容 
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改 正 後 改 正 前 

(1)  哺乳，乳児浴，乳児の健康把握の補助 

(2)  児童の健康な発達，特に言語発達を促進する視点からの支援 

 (3)  保育所・学校等からの連絡帳の手話代読，助言，保育所・学校等へ

の連絡援助 

 (4)  利用者へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除，洗濯，調理等 

※「障害者総合支援法上の居宅介護（家事援助）等の業務に含まれる「育児支援」の取扱

いについて」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡 令和３年７

月 12日） 

 

〇23ページ 療養介護の対象者 

 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え，常時の介護を必要とする

障害者として次に掲げる者 

(1) 障害支援区分６に該当し，気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を

行っている者 

(2) 障害支援区分５以上に該当し，次の①から④のいずれかに該当する者で

あること 

①重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者 

 

②医療的ケアの判定スコアが 16 点以上の者 

③障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（項目）の合計点数

が 12 点以上である者であって，医療的ケアの判定スコアが８点以上の

者 

(1)  哺乳，乳児浴，乳児の健康把握の補助 

(2)  児童の健康な発達，特に言語発達を促進する視点からの支援 

(3)  保育所・学校等からの連絡帳の手話代読，助言，保育所・学校等への

連絡援助 

(4)  利用者へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除，洗濯，調理等 

※「障害者自立支援法上の居宅介護（家事援助）等の業務に含まれる「育児支援」について」

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡 平成 21年７月 10日） 

 

 

〇23ページ 療養介護の対象者 

 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え，常時の介護を必要とする障

害者として次に掲げる者 

(1) 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器により呼

吸管理を行っている者であって，障害支援区分が区分６の者 

(2) 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって，障害支援区分が区分

５以上の者 
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④遷延性意識障害者であって，医療的ケアの判定スコアが８点以上の者 

(3) (1)及び(2)に準ずる者として，機能訓練，療養上の管理，看護及び医学

的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要

する障害者であって，常時介護を要するものであると市町村が認めた者 

※医療的ケアの判定スコアはＰ58～59 に掲載。また，水戸市ホームページからダウンロー

ド可能。 

 

〇25ページ 短期入所の留意事項を追加（医療型短期急所の対象者） 

 

長期（連続）利用日数については，原則 30 日を限度とする。なお，年間

利用日数については，利用者の居宅における自立した日常生活又は社会生活

の維持に十分に留意するものとし，利用者の心身の状況等を勘案して特に必

要と認められる場合を除き，短期入所を利用する日数が年間 180 日を超えな

いようにしなければならない。 

医療型短期入所の報酬算定を行うための対象者要件 

(1) 18 歳以上の利用者 

・ 区分６に該当し，気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行って 

いる者 

・ 区分５以上に該当し，進行性筋萎縮症に罹患している者 

・ 重症心身障害者 

・ 区分５以上に該当し，強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者 

・ 区分５以上に該当し，遷延性意識障害があり医療的ケアを必要とする 

者 

(2)  障害児 

 

 

 

 

 

 

〇25ページ 短期入所の留意事項を追加（医療型短期急所の対象者） 

 

長期（連続）利用日数については，原則 30 日を限度とする。なお，年間利

用日数については，利用者の居宅における自立した日常生活又は社会生活の維

持に十分に留意するものとし，利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認

められる場合を除き，短期入所を利用する日数が年間 180 日を超えないよう

にしなければならない。 
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・ 重症心身障害児 

・ 医療的ケア児判定スコアが 16 点以上の障害児 

※医療的ケアの判定スコアはＰ58～59 に掲載。また，水戸市ホームページからダウンロー

ド可能。 

 

〇28ページ 自立訓練（機能訓練）の支給期間 

〇29ページ 自立訓練（生活訓練）の支給期間 

〇30ページ 宿泊型自立訓練の支給期間 

〇31ページ 就労移行支援の支給期間 

※今回の制度改正に伴うものではなく，従来の内容を改めて明記 

 

なお，支援目標の達成が明らかであり，かつ，審査会がその必要性を認めた

場合に限り，標準利用期間後，必要最低限の期間（最長 12 か月）を支給す

る。 

 

〇35ページ 就労定着支援の支給期間 

※今回の制度改正に伴うものではなく，従来の内容を改めて明記 

 

１か月を単位として，支給開始日から同月末までの期間＋最大１年以内（支

給開始日が１日の場合は１年以内）。標準利用期間は３年。標準利用期間を

超えて更新することはできない。 

 

 

 

 

 

 

〇28ページ 自立訓練（機能訓練）の支給期間 

〇29ページ 自立訓練（生活訓練）の支給期間 

〇30ページ 宿泊型自立訓練の支給期間 

〇31ページ 就労移行支援の支給期間 

 

 

ただし，審査会において必要と認められた場合は，最大１年の更新ができる。 

 

 

 

〇35ページ 就労定着支援の支給期間 

 

 

１か月を単位として，支給開始日から同月末までの期間＋最大１年以内（支給

開始日が１日の場合は１年以内）。標準利用期間は３年。 
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〇41ページ 児童発達支援の留意事項を追加（医療的ケア児） 

 

医療的ケアを必要とする児童が利用を希望する場合，必要な医療的ケア

や，見守りの必要性等を主治医に判定してもらい，その「判定スコア」を市

町村またはサービスを受ける事業所に提出する必要がある。ただし，事業所

が算定する報酬によっては，主治医による判定が不要な場合がある。 

 

※医療的ケアの判定スコアはＰ58～59 に掲載。また，水戸市ホームページからダウンロー

ド可能。 

 

〇43ページ 放課後等デイサービスの留意事項を追加（医療的ケア児） 

18歳未満の障害児を対象としているが，引き続き放課後等デイサービスを

受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは，学校教育法第

１条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している場合，

20歳に達するまで利用できる（ただし，生活介護その他の支援を受けること

ができる場合を除く） 

※令和元年障害児通所給付費に係る通所決定事務等についてＰ14 

医療的ケアを必要とする児童が利用を希望する場合，必要な医療的ケア

や，見守りの必要性等を主治医に判定してもらい，その「判定スコア」を市

町村またはサービスを受ける事業所に提出する必要がある。ただし，事業所

が算定する報酬によっては，主治医による判定が不要な場合がある。 

 

※医療的ケアの判定スコアはＰ58～59 に掲載。また，水戸市ホームページからダウンロー

ド可能。 

 

〇41ページ 児童発達支援の留意事項を追加（医療的ケア児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇43ページ 放課後等デイサービスの留意事項を追加（医療的ケア児） 

18 歳未満の障害児を対象としているが，引き続き放課後等デイサービスを

受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは，学校教育法第１

条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している場合，20歳

に達するまで利用できる（ただし，生活介護その他の支援を受けることができ

る場合を除く） 
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〇58ページ 医療的ケア判定スコアの追加 
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〇59ページ 医療的ケア判定スコアの追加 
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