
○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令

（平成十八年一月二十五日）

（政令第十号）
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同二六年一一月一二日同第三五八号

同二六年一二月一九日同第四〇八号

同二七年三月二七日同第一一九号
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同二七年八月二八日同第三〇三号
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同二八年三月四日同第五六号

障害者自立支援法施行令をここに公布する。

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令

（平二五政五・改称）

内閣は、障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十八項、第七

条、第八条第一項、第十六条第一項及び第十八条（これらの規定を同法第二十六条第

三項において準用する場合を含む。）、第二十一条第一項（同法第二十四条第五項に

おいて準用する場合を含む。）、第二十四条第三項及び第五項、第二十五条第一項第

四号、第二十七条、第二十九条第四項、第三十条第一項第三号、第三十三条第一項及

び第二項、第三十六条第三項第五号（同法第三十七条第二項、第四十一条第四項及び

第五十九条第三項において準用する場合を含む。）及び第六号（同法第三十七条第二

項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）、第三十七条第二項、第四

十一条第四項、第五十条第一項第九号（同法第六十八条第二項において準用する場合

を含む。）、第五十二条第二項、第五十三条第二項、第五十四条第一項、第五十六条

第三項、第五十七条第一項第四号、第五十八条第三項第一号、第五十九条第一項及び

第三項、第六十条第二項、第六十八条第二項、第七十三条第三項、第七十五条、第九

十四条第一項、第九十五条第一項、第九十八条第二項、第百三条第二項、第百四条、

第百六条並びに附則第五条第二項、第九条、第二十九条第一項、第三十七条第一項、

第五十五条第一項及び第百二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則（第一条・第一条の二）

第二章 自立支援給付

第一節 通則（第二条・第三条）



第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定

障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

第一款 市町村審査会（第四条―第九条）

第二款 支給決定等（第十条―第十六条）

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の

支給（第十七条―第十九条）

第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給（第二十

条―第二十一条の三）

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等（第二十二条

―第二十六条の二）

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及

び特例計画相談支援給付費の支給

第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給（第二十六条

の三―第二十六条の八）

第二款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（第二十六条の

九―第二十六条の十七）

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給（第

二十七条―第四十三条）

第五節 補装具費の支給（第四十三条の二・第四十三条の三）

第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給（第四十三条の四―第四十三条の

六）

第三章 障害者支援施設（第四十三条の七）

第四章 費用（第四十四条―第四十五条の三）

第五章 審査請求（第四十六条―第五十条）

第六章 雑則（第五十一条・第五十二条）

附則

第一章 総則

（法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病）

第一条 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。以下「法」という。）第四条第一項の政令で定める特殊の疾病



は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が

定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とする

こととなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の

患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして

厚生労働大臣が定めるものとする。

（平二五政五・追加、平二六政四〇八・一部改正）

（自立支援医療の種類）

第一条の二 法第五条第二十二項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。

一 障害児のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、

当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療（以下「育成医療」

という。）

二 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四条に規定する身体

障害者のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への

参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な

医療（第四十一条において「更生医療」という。）

三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第五条に規定する精神障害者（附則第

三条において「精神障害者」という。）のうち厚生労働省令で定める精神障害の

ある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精

神障害の医療（以下「精神通院医療」という。）

（平二一政九一・平二三政二九六・平二四政二六・一部改正、平二五政五・

旧第一条繰下・一部改正、平二五政三一九・一部改正）

第二章 自立支援給付

第一節 通則

（法第七条の政令で定める給付等）

第二条 法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、

同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、

同表の下欄に掲げる限度とする。

健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定による療養の

給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併

受けることができる給付



用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、

家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養

費

船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定による療養

の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外

併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、

家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費

労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号。他の法律におい

て例による場合を含む。）の規定による療養補償

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）の規定

による療養補償給付及び療養給付

船員法（昭和二十二年法律第百号）の規定による療養補償

災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）の規定による扶

助金（災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二十五号）

の規定による療養扶助金に限る。）

消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）の規定によ

る損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定

める政令（昭和三十一年政令第三百三十五号）の規定による

療養補償に限る。）

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）の規定による損害

の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の規定による療養補償に限る。）

水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）の規定による損害

の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の規定による療養補償に限る。）

国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号。他

の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この

表において同じ。）の規定による療養補償

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律（昭

和二十七年法律第二百四十五号）の規定による療養給付



海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律（昭

和二十八年法律第三十三号）の規定による療養給付

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する法律（昭和三十二年法律第百四十三号）の規定に

よる療養補償

証人等の被害についての給付に関する法律（昭和三十三年法

律第百九号）の規定による療養給付

国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。他

の法律において準用し、又は例による場合を含む。）の規定

による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、

家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養

費

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定に

よる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養

費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養

費、移送費及び高額療養費

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）の規定

による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災

害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに

限る。）

地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）

の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生

活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移

送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高

額療養費

地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）の

規定による療養補償

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十



号）の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費及び高額療養費

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第

百十七号）の規定による医療の給付及び一般疾病医療費

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による介護

給付（高額医療合算介護サービス費の支給を除く。）、予防

給付（高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。）及

び市町村特別給付

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成十六年法律第百十二号）の規定による損害の補償

（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令

の規定による療養扶助金に相当するものに限る。）

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第

三十一号）の規定による損害の補償（災害救助法施行令の規

定による療養扶助金に相当するものに限る。）

労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護

給付

受けることができる給付

（介護に要する費用を支

出して介護を受けた部分

に限る。）

消防組織法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係

る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限

る。）

消防法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損

害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。）

水防法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損

害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。）

国家公務員災害補償法の規定による介護補償

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の

規定による介護給付

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の



規定による介護給付

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する法律の規定による介護補償

証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介

護給付

災害対策基本法の規定による損害の補償（非常勤消防団員等

に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償

に相当するものに限る。）

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律（平成七年法

律第三十五号）附則第八条の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱

災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法（昭和四十

二年法律第九十二号）第八条の規定による介護料

地方公務員災害補償法の規定による介護補償

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律の規定による損害の補償（非常勤消防団員等に係る損害

補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当する

ものに限る。）

介護保険法の規定による地域支援事業（第一号事業に限る。）利用することができる事

業

（平一八政二八六・平二〇政一一六・平二一政一八七・平二一政二九六・平

二五政一二二・平二七政一三八・一部改正）

（法第八条第一項の政令で定める医療）

第三条 法第八条第一項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。

（平二五政三五・一部改正）

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、

特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

（平一八政三一九・平二四政二六・改称）

第一款 市町村審査会

（市町村審査会の委員の定数の基準）



第四条 法第十六条第一項に規定する市町村審査会（以下「市町村審査会」という。）

の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援

区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村（特別区を含む。以

下同じ。）が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設

置することができる数であることとする。

（平二五政三一九・一部改正）

（委員の任期）

第五条 委員の任期は、二年（委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条

例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間）とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（平二七政四二六・一部改正）

（会長）

第六条 市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）

第七条 市町村審査会は、会長が招集する。

２ 市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決を

することができない。

３ 市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。

（合議体）

第八条 市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体

（以下この条において「合議体」という。）で、審査判定業務（法第二十六条第二

項に規定する審査判定業務をいう。）を取り扱う。

２ 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

３ 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

４ 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決を

することができない。



５ 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の

決するところによる。

６ 市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市

町村審査会の議決とする。

（都道府県審査会に関する準用）

第九条 第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査

会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村（特別区を含む。以

下同じ。）」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町

村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。

（平二七政四二六・一部改正）

第二款 支給決定等

（障害支援区分の認定手続）

第十条 市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費（共同生活援助に係

るものに限る。）又は特例訓練等給付費（共同生活援助に係るものに限る。）の支

給決定（法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。）を受けようと

する障害者から法第二十条第一項の申請があったときは、同条第二項の調査（同条

第六項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。）の

結果その他厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者につい

て、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。

２ 市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働

大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分

に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。

３ 市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基

づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知

しなければならない。

（平二五政三一九・一部改正）

（支給決定の変更の決定に関する読替え）

第十一条 法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第二十条第二項 前項の申請があったときは、第二十四条第二項の支給決



次条第一項及び第二十二条

第一項の規定により障害支

援区分の認定及び同項に規

定する支給要否決定を行う

ため

定の変更の決定（同条第四項

の障害支援区分の変更の認

定を含む。）のために必要が

あると認めるときは

当該申請 当該決定

第二十二条第八項 交付し 返還し

（平二四政二六・平二五政三一九・一部改正）

（障害支援区分の変更の認定に関する読替え）

第十二条 法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第二十一条第一項 前条第一項の申請があった 第二十四条第二項の支給決

定の変更の決定を行うに当

たり、必要があると認める

当該申請 当該決定

（平二五政三一九・一部改正）

（準用）

第十三条 第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定につい

て準用する。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第

二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第

二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第

二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」

と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条

第六項」と読み替えるものとする。

（平二五政三一九・一部改正）

（支給決定を取り消す場合）

第十四条 法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等（法

第五条第二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。）が法第二十条

第一項又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

（平二三政二九六・平二四政二六・平二五政三一九・一部改正）



（申請内容の変更の届出）

第十五条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間（法第二十三条に規定する支給

決定の有効期間をいう。次条において同じ。）内において、当該支給決定障害者等

の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定め

るところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村

に当該事項を届け出なければならない。

（受給者証の再交付）

第十六条 市町村は、受給者証（法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以

下この条において同じ。）を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給

決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省

令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。

（平二四政二六・一部改正）

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付

費の支給

（指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額）

第十七条 法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担

能力その他の事情をしん酌して政令で定める額（第四十三条の五第三項及び第五項

において「負担上限月額」という。）は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円

二 支給決定障害者等（共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は

就労移行支援に係る支給決定を受けた者（厚生労働大臣が定める者に限る。）を

除く。以下この号及び次号並びに第十九条第二号ロ及びハにおいて同じ。）であ

って、次に掲げる者に該当するもの（第四号に掲げる者を除く。） 九千三百円

イ 指定障害者支援施設等（法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設

等をいう。以下同じ。）に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介

護に係る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）であって、当該支給

決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定

障害福祉サービス等（法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等

をいう。以下同じ。）のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあ



った月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和二

十五年法律第二百二十六号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別

区民税を含む。以下同じ。）の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得

割（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）の

額（同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除

をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。）

を合算した額が二十八万円未満であるもの

ロ 指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者

以外の者（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障

害者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と

同一の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の

属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合に

あっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二

条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの

三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に

係る支給決定を受けた者以外のもの（法第十九条第一項の規定により同項に規定

する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）であって、当該支給決定障害者

等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サー

ビス等のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月が四月から

六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同

法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未

満であるもの（前号及び次号に掲げる者を除く。） 四千六百円

四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者（支給決

定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障

害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者（二十歳未満の者に限る。）及

び療養介護に係る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）を除く。以下

「特定支給決定障害者」という。）にあっては、その配偶者に限る。）が指定障

害福祉サービス等のあった月の属する年度（指定障害福祉サービス等のあった月

が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町

村民税（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、



第十九条第二号ニ、第三十五条第三号、第四十二条の四第一項第二号及び第四十

三条の三第二号において同じ。）を課されない者（市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期

日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該

支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯

に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者（生活保護法

（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者をいう。以

下同じ。）若しくは要保護者（同条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）

である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決

定障害者等 零

（平一八政三一九・平一九政一五六・平二〇政二一二・平二二政一〇六・平

二四政二六・平二五政三一九・一部改正）

（法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき）

第十八条 法第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者

等が、法第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日

までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該

当障害福祉サービス（次条第二号において「基準該当障害福祉サービス」という。）

を受けたときとする。

（平二四政二六・一部改正）

（法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額）

第十九条 法第三十条第三項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その

他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げ

る支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

イ 第十七条第一号に掲げる支給決定障害者等 三万七千二百円

ロ 第十七条第二号に掲げる支給決定障害者等 九千三百円

ハ 第十七条第三号に掲げる支給決定障害者等 四千六百円

ニ 第十七条第四号に掲げる支給決定障害者等 零

二 基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲



げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

イ ロからニまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円

ロ 支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの（ニに掲げる者を

除く。） 九千三百円

（１） 基準該当施設（法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設を

いう。以下この号及び第四十二条の四第一項第二号において同じ。）に入所

する者（二十歳未満の者に限る。）及び療養介護に係る支給決定を受けた者

（二十歳未満の者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給

決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスの

あった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六

月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の

同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八

万円未満であるもの

（２） 基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以

外の者（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障

害者に限る。）であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等

と同一の世帯に属するその配偶者について基準該当障害福祉サービスのあっ

た月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月ま

での場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法

第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未

満であるもの

ハ 支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支

給決定を受けた者以外のもの（法第十九条第一項の規定により同項に規定する

支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）であって、当該支給決定障害者等

及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉

サービスのあった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四

月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村

民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二

十八万円未満であるもの（ロ及びニに掲げる者を除く。） 四千六百円

ニ 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者（特定



支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。）が基準該当障害福祉サービ

スのあった月の属する年度（基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から

六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を

課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され

た者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所

を有しない者を除く。）である場合における当該支給決定障害者等又は支給決

定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が基準該当障害

福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって

厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零

（平二四政二六・追加）

第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

（平一八政三一九・平二四政二六・改称）

（特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス）

第二十条 法第三十四条第一項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入

所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

とする。

（平二三政二九六・全改、平二四政二六・旧第二十一条の二繰上、平二五政

三一九・一部改正）

（特定障害者特別給付費の支給）

第二十一条 特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者（法第三十四条

第一項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。

一 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス（法第三十四条第一項に規定す

る「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。）を受けた特定障害者 指

定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘

案して厚生労働大臣が定める費用の額（以下この条において「食費等の基準費用

額」という。）から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並び

に特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法に

より算定する額（以下この条において「食費等の負担限度額」という。）を控除

して得た額（その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、



当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額）

二 指定障害福祉サービス事業者（法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サ

ービス事業者をいう。以下同じ。）から特定入所等サービスを受けた特定障害者 

共同生活援助を行う住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生

労働大臣が定める費用の額（次項において「居住費の基準費用額」という。）に

相当する額（その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住

に要した費用の額）

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限

度額を算定する方法又は居住費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等

における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居におけ

る居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれら

を改定しなければならない。

３ 第一項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の

提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額（法第三十四条第二項にお

いて準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があっ

たものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額）を超える金額を

支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。

（平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二三政二九六・一部改正、平

二四政二六・旧第二十一条の三繰上・一部改正、平二五政三一九・一部改正）

（特定障害者特別給付費の支給に関する読替え）

第二十一条の二 法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり

とする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第二十九条第二項 指定障害福祉サービス等を受

けようとする支給決定障害者

等

特定入所等サービス（第

三十四条第一項に規定す

る特定入所等サービスを

いう。以下この条におい

て同じ。）を受けようと

する特定障害者（同項に

規定する特定障害者をい



う。以下この条において

同じ。）

指定障害福祉サービス事業

者、指定障害者支援施設又は

のぞみの園（以下「指定障害

福祉サービス事業者等」とい

う。）

指定障害者支援施設等

（同項に規定する指定障

害者支援施設等をいう。

以下この条において同

じ。）又は指定障害福祉

サービス事業者

当該指定障害福祉サービス等 当該特定入所等サービス

第二十九条第四項 支給決定障害者等 特定障害者

指定障害福祉サービス事業者

等

指定障害者支援施設等又

は指定障害福祉サービス

事業者

指定障害福祉サービス等を 特定入所等サービスを

当該指定障害福祉サービス等

に要した費用（特定費用を除

く。）

特定入所等費用（第三十

四条第一項に規定する特

定入所等費用をいう。）

第二十九条第五項 前項 第三十四条第二項におい

て準用する前項

支給決定障害者等 特定障害者

第二十九条第六項 指定障害福祉サービス事業者

等

指定障害者支援施設等又

は指定障害福祉サービス

事業者

第三項第一号の厚生労働大臣

が定める基準及び第四十三条

第二項の都道府県の条例で定

める指定障害福祉サービスの

事業の設備及び運営に関する

基準（指定障害福祉サービス

の取扱いに関する部分に限

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律施行令第二

十一条第一項及び第三項

の定め



る。）又は第四十四条第二項

の都道府県の条例で定める指

定障害者支援施設等の設備及

び運営に関する基準（施設障

害福祉サービスの取扱いに関

する部分に限る。）

第二十九条第七項 前項 第三十四条第二項におい

て準用する前項

（平一八政三一九・追加、平二三政二九六・一部改正、平二四政二六・旧第

二十一条の四繰上・一部改正、平二五政五・一部改正）

（特例特定障害者特別給付費の支給）

第二十一条の三 第二十一条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。

この場合において、同条第三項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設（法第

三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。）に対し」と、「食費等の

基準費用額（法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定によ

り特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、

食費等の負担限度額）」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとす

る。

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・旧第二十一条の五繰上・一部改正）

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等

（平一八政三一九・平二四政二六・改称）

（法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律）

第二十二条 指定障害福祉サービス事業者（療養介護を提供するものを除く。）又は

指定障害者支援施設（法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。

以下同じ。）に係る法第三十六条第三項第五号（法第三十七条第二項、第三十八条

第三項（法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）

及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）の政令で定める法律は、次

のとおりとする。

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

二 身体障害者福祉法



三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

四 生活保護法

五 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

六 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）

七 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）

八 介護保険法

九 精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）

十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す

る法律（平成十一年法律第五十二号）

十一 児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）

十二 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

成十八年法律第七十七号）

十三 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成二十

三年法律第七十九号）

十四 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

十五 国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号。第十二条の四第十五項及

び第十七項から第十九項までの規定に限る。）

十六 公認心理師法（平成二十七年法律第六十八号）

２ 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第三十六条

第三項第五号（法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を

含む。）の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）

二 歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）

三 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）

四 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三

十五年法律第百四十五号）

六 薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）

七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成二十五年法律第八十五号）

八 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）



九 前項各号に掲げる法律

（平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二四政二四四・平二

六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三五八・平二六政

三〇〇（平二六政三五八）・平二七政三〇三・平二八政五六・一部改正）

（法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定）

第二十二条の二 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第三

十六条第三項第五号の二（法第三十七条第二項、第三十八条第三項（法第三十九条

第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。）及び第四十一条第四

項において準用する場合を含む。）の政令で定める労働に関する法律の規定は、次

のとおりとする。

一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定

に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項

及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七

項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに

これらの規定に係る同法第百二十一条の規定（これらの規定が労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十

八号）第四十四条（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）

二 最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定

に係る同法第四十二条の規定

三 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の

規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

（平二五政五・追加）

（指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使

用人）

第二十三条 法第三十六条第三項第六号（法第三十七条第二項及び第四十一条第四項

において準用する場合を含む。）の政令で定める使用人は、サービス事業所（法第

三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。）を管理する者とする。

（平一八政三一九・一部改正）

（指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え）

第二十四条 法第三十七条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす



る。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三十六条第三項 第一項の申請 第三十七条第一項の指定障

害福祉サービス事業者（特定

障害福祉サービスに係るも

のに限る。）に係る第二十九

条第一項の指定の変更の申

請

第三十六条第三項第十一号 指定の申請 指定の変更の申請

（平二四政二六・一部改正）

（指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え）

第二十四条の二 法第三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり

とする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三十六条第三項 第一項の申請 第三十八条第一項の指定

障害者支援施設に係る第

二十九条第一項の指定の

申請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第六号まで又

は第八号から第十三号ま

で

第三十六条第三項第二号 サービス事業所 障害者支援施設

第四十三条第一項 第四十四条第一項

第三十六条第三項第三号 第四十三条第二項 第四十四条第二項

指定障害福祉サービスの事業

の設備及び運営に関する基準

指定障害者支援施設等の

設備及び運営に関する基

準

障害福祉サービス事業 障害者支援施設

第三十六条第三項第六号 サービス事業所 障害者支援施設

指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の



の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定障害者支援施設

の設置者

第三十六条第三項第八号及び

第九号

第四十六条第二項 第四十七条の規定による

指定の辞退

当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業

の廃止

当該届出 当該辞退又は届出

第三十六条第三項第十号 第四十六条第二項 第四十七条の規定による

指定の辞退

当該届出に係る 当該辞退若しくは届出に

係る

当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業

の廃止

当該届出の 当該辞退又は届出の

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正）

（指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人）

第二十四条の三 法第三十八条第三項（法第三十九条第二項及び第四十一条第四項に

おいて準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第六号の政令

で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。

（平一八政三一九・追加）

（指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え）

第二十四条の四 法第三十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり

とする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三十八条第二項 前項 第三十九条第一項の指定

障害者支援施設に係る第

二十九条第一項の指定の

変更

第三十八条第三項において準 第一項の申請 第三十九条第一項の指定



用する第三十六条第三項 障害者支援施設に係る第

二十九条第一項の指定の

変更の申請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第六号まで又

は第八号から第十三号ま

で

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第二

号

サービス事業所 障害者支援施設

第四十三条第一項 第四十四条第一項

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第三

号

第四十三条第二項 第四十四条第二項

指定障害福祉サービスの事業

の設備及び運営に関する基準

指定障害者支援施設等の

設備及び運営に関する基

準

障害福祉サービス事業 障害者支援施設

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第六

号

サービス事業所 障害者支援施設

指定障害福祉サービス事業者

の

指定障害者支援施設の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定障害者支援施設

の設置者

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第八

号及び第九号

第四十六条第二項 第四十七条の規定による

指定の辞退

当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業

の廃止

当該届出 当該辞退又は届出

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第十

号

第四十六条第二項 第四十七条の規定による

指定の辞退

当該届出に係る 当該辞退若しくは届出に

係る

当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業



の廃止

当該届出の 当該辞退又は届出の

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第十

一号

指定の申請 指定の変更の申請

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正）

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替

え）

第二十五条 指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第四十一条第四項

の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三十六条第一項 障害福祉サービス事業を行

う者

指定障害福祉サービス事業

者

第三十六条第三項第十一号 指定の申請 指定の更新の申請

２ 指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術

的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三十八条第一項 、障害者支援施設 、指定障害者支援施設

当該障害者支援施設 当該指定障害者支援施設

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項

第一項の申請 第四十一条第一項の指定

障害者支援施設に係る第

二十九条第一項の指定の

更新の申請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第六号まで又

は第八号から第十三号ま

で

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第二

号

サービス事業所 障害者支援施設

第四十三条第一項 第四十四条第一項

第三十八条第三項において準 第四十三条第二項 第四十四条第二項



用する第三十六条第三項第三

号

指定障害福祉サービスの事業

の設備及び運営に関する基準

指定障害者支援施設等の

設備及び運営に関する基

準

障害福祉サービス事業 障害者支援施設

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第六

号

サービス事業所 障害者支援施設

指定障害福祉サービス事業者

の

指定障害者支援施設の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定障害者支援施設

の設置者

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第八

号及び第九号

第四十六条第二項 第四十七条の規定による

指定の辞退

当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業

の廃止

当該届出 当該辞退又は届出

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第十

号

第四十六条第二項 第四十七条の規定による

指定の辞退

当該届出に係る 当該辞退若しくは届出に

係る

当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業

の廃止

当該届出の 当該辞退又は届出の

第三十八条第三項において準

用する第三十六条第三項第十

一号

指定の申請 指定の更新の申請

（平一八政三一九・平二四政二六・一部改正）

（指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え）

第二十五条の二 法第四十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり

とする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句



第四十八条第一項 指定障害福祉サービス事業者

であった者等

指定障害者支援施設等の

設置者であった者等

指定障害福祉サービスの事業 指定障害者支援施設等の

運営

第四十八条第二項 前項 次項において準用する前

項

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正）

（法第五十条第一項第九号の政令で定める法律）

第二十六条 指定障害福祉サービス事業者（療養介護を提供するものを除く。）又は

指定障害者支援施設に係る法第五十条第一項第九号（同条第三項において準用する

場合を含む。）の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）

二 発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）

三 国家戦略特別区域法（第十二条の四第七項の規定に限る。）

四 国家戦略特別区域法第十二条の四第八項において準用する児童福祉法

五 第二十二条第一項各号（第十五号を除く。）に掲げる法律

２ 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第五十条第

一項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 健康保険法

二 第二十二条第一項各号（第十五号を除く。）及び第二項各号（第九号を除く。）

に掲げる法律

三 前項各号（第五号を除く。）に掲げる法律

（平一八政三一九・平二四政二六・平二四政二四四・平二六政一六四・平二

六政二六九・平二六政二七八・平二六政三五八・平二六政三〇〇（平二六政

三五八）・平二七政三〇三・一部改正）

（指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え）

第二十六条の二 法第五十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりと

する。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第五十条第一項第一号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設



置者

第三十六条第三項第四号から

第五号の二まで、第十二号又

は第十三号

第三十八条第三項におい

て準用する第三十六条第

三項第四号から第五号の

二まで、第十二号又は第

十三号

第五十条第一項第二号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設

置者

第五十条第一項第三号 サービス事業所 障害者支援施設

第四十三条第一項 第四十四条第一項

第五十条第一項第四号 第四十三条第二項 第四十四条第二項

指定障害福祉サービスの事業

の設備及び運営に関する基準

指定障害者支援施設等の

設備及び運営に関する基

準

指定障害福祉サービスの事業 指定障害者支援施設

第五十条第一項第五号 若しくは訓練等給付費又は療

養介護医療費

又は訓練等給付費

第五十条第一項第六号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設

置者

第四十八条第一項 第四十八条第三項におい

て準用する同条第一項

第五十条第一項第七号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設

置者

サービス事業所 障害者支援施設

第四十八条第一項 第四十八条第三項におい

て準用する同条第一項

第五十条第一項第八号から第

十二号まで

指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設

置者

第五十条第二項 サービス事業所 障害者支援施設

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・平二五政五・一部改正）



第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付

費及び特例計画相談支援給付費の支給

（平二四政二六・追加）

第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

（平二四政二六・追加）

（地域相談支援給付決定に関する読替え）

第二十六条の三 法第五十一条の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のと

おりとする。

法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第十九条第二項 障害者又は障害児の保護者 障害者

第十九条第四項及び第五

項

障害者等 障害者

（平二四政二六・追加）

（地域相談支援給付決定の申請に関する読替え）

第二十六条の四 法第五十一条の六第二項の規定による技術的読替えは、次の表のと

おりとする。

法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第二十条第二項 前項 第五十一条の六第一項

次条第一項及び第二十二条第

一項の規定により障害支援区

分の認定及び同項に規定する

支給要否決定

第五十一条の七第一項に規定

する給付要否決定

障害者等又は障害児の保護者 障害者

第二十条第六項 障害者等又は障害児の保護者 障害者

（平二四政二六・追加、平二五政三一九・一部改正）

（地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え）

第二十六条の五 法第五十一条の九第三項の規定による技術的読替えは、次の表のと

おりとする。



法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第十九条第二項 障害者又は障害児の保護者 障害者

第十九条第四項及び第五

項

障害者等 障害者

第二十条第二項 前項の申請があったときは、

次条第一項及び第二十二条第

一項の規定により障害支援区

分の認定及び同項に規定する

支給要否決定を行うため

第五十一条の九第二項の地域

相談支援給付決定の変更の決

定のために必要があると認め

るときは

当該申請 当該決定

障害者等又は障害児の保護者 障害者

第二十条第六項 障害者等又は障害児の保護者 障害者

第五十一条の七第四項 前条第一項の申請に係る障害

者

地域相談支援給付決定障害者

第五十一条の七第五項 障害者 地域相談支援給付決定障害者

第五十一条の七第八項 交付し 返還し

（平二四政二六・追加、平二五政三一九・一部改正）

（地域相談支援給付決定を取り消す場合）

第二十六条の六 法第五十一条の十第一項第四号の政令で定めるときは、地域相談支

援給付決定障害者（法第五条第二十一項に規定する地域相談支援給付決定障害者を

いう。次条及び第二十六条の八において同じ。）が法第五十一条の六第一項又は第

五十一条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

（平二四政二六・追加、平二五政三一九・一部改正）

（申請内容の変更の届出）

第二十六条の七 地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間

（法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条にお

いて同じ。）内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労

働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速や

かに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定（法第五十一



条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。第四十五条の三において同

じ。）を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。

（平二四政二六・追加）

（地域相談支援受給者証の再交付）

第二十六条の八 市町村は、地域相談支援受給者証（法第五十一条の七第八項に規定

する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。）を破り、汚し、又

は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内に

おいて、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定

めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。

（平二四政二六・追加）

第二款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

（平二四政二六・追加）

（指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え）

第二十六条の九 法第五十一条の十九第二項の規定による技術的読替えは、次の表の

とおりとする。

法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第三十六条第三項 第一項の申請 第五十一条の十九第一項の申

請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第三号まで、第五

号から第九号まで、第十一号

又は第十二号

第三十六条第三項第二号 サービス事業所 一般相談支援事業所（第五十

一条の十九第一項に規定する

一般相談支援事業所をいう。

以下この項において同じ。）

第四十三条第一項の都道府県

の条例

第五十一条の二十三第一項の

厚生労働省令

第三十六条第三項第三号 第四十三条第二項の都道府県

の条例で定める指定障害福祉

第五十一条の二十三第二項の

厚生労働省令で定める指定地



サービスの事業の設備及び運

営に関する基準

域相談支援の事業の運営に関

する基準

障害福祉サービス事業 一般相談支援事業

第三十六条第三項第六号 サービス事業所 一般相談支援事業所

指定障害福祉サービス事業者

の

指定一般相談支援事業者（第

五十一条の十四第一項に規定

する指定一般相談支援事業者

をいう。以下この項において

同じ。）の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定一般相談支援事業者

第三十六条第三項第七号 指定障害福祉サービス事業者 指定一般相談支援事業者

第三十六条第三項第十一

号

障害福祉サービス 相談支援

第三十六条第三項第十二

号

第四号から第六号まで又は第

八号から前号まで

第五号から第六号まで、第八

号、第九号又は前号

（平二四政二六・追加、平二五政五・一部改正）

（法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令

で定める法律）

第二十六条の十 法第五十一条の十九第二項（法第五十一条の二十一第二項において

準用する場合を含む。）及び第五十一条の二十第二項（法第五十一条の二十一第二

項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第五号の

政令で定める法律は、第二十二条第一項各号に掲げる法律とする。

（平二四政二六・追加、平二四政二四四・平二六政一六四・平二六政三〇〇・

一部改正）

（法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の

政令で定める労働に関する法律の規定）

第二十六条の十一 法第五十一条の十九第二項（法第五十一条の二十一第二項におい

て準用する場合を含む。）及び第五十一条の二十第二項（法第五十一条の二十一第

二項において準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第五号



の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律

の規定とする。

（平二五政五・追加）

（指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用

人）

第二十六条の十二 法第五十一条の十九第二項（法第五十一条の二十一第二項におい

て準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定

める使用人は、一般相談支援事業所（法第五十一条の十九第一項に規定する一般相

談支援事業所をいう。第二十六条の十七第一項において同じ。）を管理する者とす

る。

（平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二十六条の十一繰下・一部改正）

（指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え）

第二十六条の十三 法第五十一条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表

のとおりとする。

法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第三十六条第三項 都道府県知事は 市町村長は

第一項の申請 第五十一条の二十第一項の申

請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第三号まで、第五

号から第九号まで、第十一号

又は第十二号

第三十六条第三項第二号 サービス事業所 特定相談支援事業所（第五十

一条の二十第一項に規定する

特定相談支援事業所をいう。

以下この項において同じ。）

第四十三条第一項の都道府県

の条例

第五十一条の二十四第一項の

厚生労働省令

第三十六条第三項第三号 第四十三条第二項の都道府県

の条例で定める指定障害福祉

第五十一条の二十四第二項の

厚生労働省令で定める指定計



サービスの事業の設備及び運

営に関する基準

画相談支援の事業の運営に関

する基準

障害福祉サービス事業 特定相談支援事業

第三十六条第三項第六号 サービス事業所 特定相談支援事業所

指定障害福祉サービス事業者

の

指定特定相談支援事業者（第

五十一条の十七第一項第一号

に規定する指定特定相談支援

事業者をいう。以下この項に

おいて同じ。）の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定特定相談支援事業者

第三十六条第三項第七号 指定障害福祉サービス事業者 指定特定相談支援事業者

第三十六条第三項第九号 都道府県知事 都道府県知事又は市町村長

第三十六条第三項第十一

号

障害福祉サービス 相談支援

第三十六条第三項第十二

号

第四号から第六号まで又は第

八号から前号まで

第五号から第六号まで、第八

号、第九号又は前号

（平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二十六条の十二繰下・一部改正）

（指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用

人）

第二十六条の十四 法第五十一条の二十第二項（法第五十一条の二十一第二項におい

て準用する場合を含む。）において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定

める使用人は、特定相談支援事業所（法第五十一条の二十第一項に規定する特定相

談支援事業所をいう。第二十六条の十七第二項において同じ。）を管理する者とす

る。

（平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二十六条の十三繰下・一部改正）

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替

え）

第二十六条の十五 指定一般相談支援事業者（法第五十一条の十四第一項に規定する

指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。）の指定の更新に関する法第



五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第四十一条第二項 前項 第五十一条の二十一第一項

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

六条第三項

第一項の申請 第五十一条の二十一第一項の

指定の更新の申請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第三号まで、第五

号から第九号まで、第十一号

又は第十二号

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

六条第三項第二号

サービス事業所 一般相談支援事業所（第五十

一条の十九第一項に規定する

一般相談支援事業所をいう。

以下この項において同じ。）

第四十三条第一項の都道府県

の条例

第五十一条の二十三第一項の

厚生労働省令

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

六条第三項第三号

第四十三条第二項の都道府県

の条例で定める指定障害福祉

サービスの事業の設備及び運

営に関する基準

第五十一条の二十三第二項の

厚生労働省令で定める指定地

域相談支援の事業の運営に関

する基準

障害福祉サービス事業 一般相談支援事業

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

六条第三項第六号

サービス事業所 一般相談支援事業所

指定障害福祉サービス事業者

の

指定一般相談支援事業者（第

五十一条の十四第一項に規定

する指定一般相談支援事業者

をいう。以下この項において

同じ。）の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定一般相談支援事業者

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

指定障害福祉サービス事業者 指定一般相談支援事業者



六条第三項第七号

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

六条第三項第十一号

指定の申請 指定の更新の申請

障害福祉サービス 相談支援

第五十一条の十九第二項

において準用する第三十

六条第三項第十二号

第四号から第六号まで又は第

八号から前号まで

第五号から第六号まで、第八

号、第九号又は前号

２ 指定特定相談支援事業者（法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定

相談支援事業者をいう。次条において同じ。）の指定の更新に関する法第五十一条

の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規

定

読み替えられる字句 読み替える字句

第四十一条第二項 前項 第五十一条の二十一第一項

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項

都道府県知事は 市町村長は

第一項の申請 第五十一条の二十一第一項の

指定の更新の申請

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第一号から第三号まで、第五

号から第九号まで、第十一号

又は第十二号

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第二号

サービス事業所 特定相談支援事業所（第五十

一条の二十第一項に規定する

特定相談支援事業所をいう。

以下この項において同じ。）

第四十三条第一項の都道府県

の条例

第五十一条の二十四第一項の

厚生労働省令

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第三号

第四十三条第二項の都道府県

の条例で定める指定障害福祉

サービスの事業の設備及び運

営に関する基準

第五十一条の二十四第二項の

厚生労働省令で定める指定計

画相談支援の事業の運営に関

する基準

障害福祉サービス事業 特定相談支援事業



第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第六号

サービス事業所 特定相談支援事業所

指定障害福祉サービス事業者

の

指定特定相談支援事業者（第

五十一条の十七第一項第一号

に規定する指定特定相談支援

事業者をいう。以下この項に

おいて同じ。）の

当該指定障害福祉サービス事

業者

当該指定特定相談支援事業者

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第七号

指定障害福祉サービス事業者 指定特定相談支援事業者

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第九号

都道府県知事 都道府県知事又は市町村長

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第十一号

指定の申請 指定の更新の申請

障害福祉サービス 相談支援

第五十一条の二十第二項

において準用する第三十

六条第三項第十二号

第四号から第六号まで又は第

八号から前号まで

第五号から第六号まで、第八

号、第九号又は前号

（平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二十六条の十四繰下・一部改正）

（法第五十一条の二十九第一項第九号及び第二項第九号の政令で定める法律）

第二十六条の十六 指定一般相談支援事業者に係る法第五十一条の二十九第一項第九

号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第二項第九号の政令

で定める法律は、次のとおりとする。

一 第二十二条第一項各号（第十五号を除く。）に掲げる法律

二 第二十六条第一項各号（第五号を除く。）に掲げる法律

（平二四政二六・追加、平二四政二四四・一部改正、平二五政五・旧第二十

六条の十五繰下、平二六政一六四・平二六政三〇〇・平二七政三〇三・一部

改正）



（法第五十一条の二十九第一項第十一号及び第二項第十一号の政令で定める使用

人）

第二十六条の十七 法第五十一条の二十九第一項第十一号の政令で定める使用人は、

一般相談支援事業所を管理する者とする。

２ 法第五十一条の二十九第二項第十一号の政令で定める使用人は、特定相談支援事

業所を管理する者とする。

（平二四政二六・追加、平二五政五・旧第二十六条の十六繰下）

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支

給

（平一八政三一九・改称、平二四政二六・旧第三節繰下）

（支給認定に関する読替え）

第二十七条 法第五十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす

る。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第十九条第二項 市町村 市町村等

（市町村を経由して行う支給認定の申請）

第二十八条 法第五十三条第一項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、

厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。

（支給認定に係る政令で定める基準）

第二十九条 法第五十四条第一項の政令で定める基準は、支給認定（法第五十二条第

一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。）に係る障害者等（法第二条第一項第

一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。）及び当該障害者等と生計を一にする

者として厚生労働省令で定めるもの（以下「支給認定基準世帯員」という。）につ

いて指定自立支援医療（法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。

以下同じ。）のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六

月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第

二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところによ

り合算した額が二十三万五千円未満であることとする。

２ 支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員（当該障害者の配偶者を除く。）

の扶養親族（地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。）及び



被扶養者（健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律において準

用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。）

に該当しないときは、前項及び第三十五条第二号から第四号までの規定の適用（同

条第三号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用

を除く。）については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるも

のとすることができる。

（平一八政三一九・平一九政一五六・平一九政一九一・平二〇政二一二・平

二二政一〇六・平二四政二六・一部改正）

（医療受給者証の交付）

第三十条 精神通院医療に係る法第五十四条第三項の医療受給者証（同項に規定する

医療受給者証をいう。以下同じ。）の交付は、厚生労働省令で定めるところにより、

市町村を経由して行うことができる。

（支給認定の変更の認定に関する読替え）

第三十一条 法第五十六条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす

る。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第十九条第二項 市町村 市町村等

（申請内容の変更の届出）

第三十二条 支給認定障害者等（法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等を

いう。以下同じ。）は、支給認定の有効期間（法第五十五条に規定する支給認定の

有効期間をいう。次条において同じ。）内において、当該支給認定障害者等の氏名

その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等（法

第八条第一項に規定する市町村等をいう。以下同じ。）に当該事項を届け出なけれ

ばならない。

２ 精神通院医療に係る前項の届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村

を経由して行うことができる。

（医療受給者証の再交付）

第三十三条 市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等

から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったとき



は、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。

２ 精神通院医療に係る前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村

を経由して行うことができる。

（支給認定を取り消す場合）

第三十四条 法第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとす

る。

一 支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世

帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第九条第一項の規

定による命令に応じないとき。

二 支給認定障害者等が法第五十三条第一項の規定又は第五十六条第一項の規定に

よる申請に関し虚偽の申請をしたとき。

（指定自立支援医療に係る負担上限月額）

第三十五条 法第五十八条第三項第一号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、

障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額（附則第十三条において「負

担上限月額」という。）は、法第五十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める

医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

一 その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、

費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大

臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を厚生労働省令で定めるとこ

ろにより受けた者（以下「高額治療継続者」という。）である場合における当該

支給認定障害者等（次号から第五号までに掲げる者を除く。） 一万円

二 その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る

障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する

年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年

度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定める

ところにより合算した額が三万三千円未満である場合における当該支給認定障害

者等（次号から第五号までに掲げる者を除く。） 五千円

三 市町村民税世帯非課税者（その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯

員が、指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月



が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町

村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免

除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に

住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給認定障害者等をいう。

次号において同じ。）又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員

が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令

で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等（次号及び第五号に

掲げる者を除く。） 五千円

四 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する

年の前年（指定自立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、

前々年とする。以下この号において同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税

法（昭和四十年法律第三十三号）第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等

の収入金額をいう。以下同じ。）、当該指定自立支援医療のあった月の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計

所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）及び当

該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法（昭和

三十四年法律第百四十一号）に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定め

る給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又はその支給認定に係る

障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護

者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給

認定障害者等（次号に掲げる者を除く。） 二千五百円

五 その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療の

あった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定め

るものに該当する場合における当該支給認定障害者等 零

（平一八政三一九・平一九政一九一・平二二政一〇六・平二四政二六・一部

改正）

（病院又は診療所に準ずる医療機関）

第三十六条 法第五十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定める

ものは、次の各号に掲げるものとする。

一 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者



二 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者（同法第八条

第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。）又は同法第五十三条第一項に規定

する指定介護予防サービス事業者（同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪

問看護を行う者に限る。）

（平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正）

（指定自立支援医療機関の指定に関する読替え）

第三十七条 法第五十九条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす

る。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三十六条第三項各号列記

以外の部分

第一項 第五十九条第一項

次の各号（療養介護に係る指

定の申請にあっては、第七号

を除く。）

第四号から第六号まで又は

第八号から第十三号まで

第三十六条第三項第六号 第五十条第一項（同条第三項

において準用する場合を含

む。以下この項において同

じ。）又は第五十一条の二十

九第一項若しくは第二項

第六十八条第一項

サービス事業所を管理する

者その他の政令で定める使

用人

医療機関の管理者

指定障害福祉サービス事業

者の

指定自立支援医療機関（第五

十四条第二項に規定する指

定自立支援医療機関をいう。

以下この号において同じ。）

の

当該指定障害福祉サービス

事業者

当該指定自立支援医療機関

の開設者

第三十六条第三項第八号 第五十条第一項又は第五十

一条の二十九第一項若しく

第六十八条第一項



は第二項

第四十六条第二項又は第五

十一条の二十五第二項若し

くは第四項の規定による事

業の廃止の届出

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律施行令第四十条の

規定による指定の辞退の申

出

当該事業の廃止 当該指定の辞退

当該届出 当該申出

第三十六条第三項第九号 第四十八条第一項（同条第三

項において準用する場合を

含む。）又は第五十一条の二

十七第一項若しくは第二項

第六十六条第一項

第五十条第一項又は第五十

一条の二十九第一項若しく

は第二項

第六十八条第一項

第四十六条第二項又は第五

十一条の二十五第二項若し

くは第四項の規定による事

業の廃止の届出

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律施行令第四十条の

規定による指定の辞退の申

出

当該事業の廃止 当該指定の辞退

当該届出 当該申出

第三十六条第三項第十号 第四十六条第二項又は第五

十一条の二十五第二項若し

くは第四項の規定による事

業の廃止の届出

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律施行令第四十条の

規定による指定の辞退の申

出

当該届出 当該申出

当該事業の廃止 当該指定の辞退

第三十六条第三項第十一号 障害福祉サービス 自立支援医療



（平二四政二六・平二五政五・一部改正）

（法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める

法律）

第三十八条 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令

で定める法律は、第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号、第十三号及び

第十五号並びに第二項各号（第九号を除く。）に掲げる法律とする。

（平一八政三一九・平二四政二四四・平二六政一六四・平二六政二六九・平

二六政二七八・平二六政三五八・平二六政三〇〇（平二六政三五八）・平二

七政三〇三・一部改正）

（法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定

める労働に関する法律の規定）

第三十八条の二 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の

二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の

規定とする。

（平二五政五・追加）

（指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え）

第三十九条 法第六十条第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準

用する場合においては、同項中「保険医療機関（第六十五条第二項の病院及び診療

所を除く。）又は保険薬局」とあるのは「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（平成十七年法律第百二十三号）第五十四条第二項に規定す

る指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第六十条第一項」と、「同

条第一項」とあるのは「同法第五十九条第一項」と読み替えるものとする。

（平二五政五・一部改正）

（指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出）

第四十条 法第六十五条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関

の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し

出なければならない。

（指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え）

第四十一条 法第六十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす

る。



法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第五十条第一項第八号 第二十九条第一項 第五十四条第二項

第五十条第一項第九号 前各号 前号

第五十条第一項第十号 前各号 前二号

障害福祉サービスに 自立支援医療に

第五十条第一項第十一号及

び第十二号

障害福祉サービスに 自立支援医療に

第五十条第二項 市町村 更生医療に係る自立支援医

療費を支給する市町村

指定障害福祉サービスを 指定自立支援医療を

サービス事業所 医療機関

（法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第九号の政令で定める法

律）

第四十二条 法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第九号の政令で

定める法律は、次のとおりとする。

一 第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各

号（第九号を除く。）に掲げる法律

二 第二十六条第一項各号（第五号を除く。）及び第二項第一号に掲げる法律

（平二四政二四四・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平

二六政三五八・平二六政三〇〇（平二六政三五八）・平二七政三〇三・一部

改正）

（療養介護医療費の支給に関する読替え）

第四十二条の二 法第七十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりと

する。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第五十八条第三項 （当該指定自立支援医療 （当該指定療養介護医療

（指定障害福祉サービス

事業者から受けた当該指

定に係る療養介護医療を

いう。以下この条におい



て同じ。）

第五十八条第三項第一号 指定自立支援医療 指定療養介護医療

支給認定障害者等の家計の負

担能力、障害の状態

支給決定障害者（第七十

条第一項に規定する介護

給付費（療養介護に係る

ものに限る。）に係る支

給決定を受けた障害者を

いう。以下この条におい

て同じ。）の家計の負担

能力

第五十八条第三項第二号及び

第三号

指定自立支援医療 指定療養介護医療

支給認定障害者等 支給決定障害者

第五十八条第四項 前項 第七十条第二項において

準用する前項

自立支援医療 療養介護医療

第五十八条第五項 支給認定に係る障害者等が指

定自立支援医療機関から指定

自立支援医療

支給決定障害者が指定障

害福祉サービス事業者か

ら指定療養介護医療

市町村等 市町村

支給認定障害者等 支給決定障害者

当該指定自立支援医療機関 当該指定障害福祉サービ

ス事業者

当該指定自立支援医療に 当該指定療養介護医療に

第五十八条第六項 前項 第七十条第二項において

準用する前項

支給認定障害者等 支給決定障害者

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正）

（基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え）

第四十二条の三 法第七十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおり



とする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第五十八条第三項 （当該指定自立支援医療 （当該基準該当療養介護

医療（第七十一条第一項

に規定する基準該当療養

介護医療をいう。以下こ

の条において同じ。）

第五十八条第三項第一号 指定自立支援医療 基準該当療養介護医療

支給認定障害者等の家計の負

担能力、障害の状態

支給決定障害者（第七十

一条第一項に規定する特

例介護給付費（療養介護

に係るものに限る。）に

係る支給決定を受けた障

害者をいう。以下この条

において同じ。）の家計

の負担能力

第五十八条第三項第二号及び

第三号

指定自立支援医療 基準該当療養介護医療

支給認定障害者等 支給決定障害者

第五十八条第四項 前項 第七十一条第二項におい

て準用する前項

自立支援医療 基準該当療養介護医療

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正）

（指定療養介護医療等に係る負担上限月額）

第四十二条の四 法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十

八条第三項第一号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌し

て政令で定める額（次項及び附則第十三条の二において「負担上限月額」という。）

は、次の各号に掲げる支給決定障害者（法第七十条第二項又は第七十一条第二項に

おいて準用する法第五十八条第三項第一号に規定する支給決定障害者をいう。以下

この条及び附則第十三条の二において同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額



とする。

一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円

二 市町村民税世帯非課税者（支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世

帯に属する者（特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。）が指定療

養介護医療等（指定障害福祉サービス事業者等（法第二十九条第二項に規定する

指定障害福祉サービス事業者等をいう。）から受けた当該指定に係る療養介護医

療又は基準該当事業所（法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所を

いう。）若しくは基準該当施設から受けた法第七十一条第一項に規定する基準該

当療養介護医療をいう。以下同じ。）のあった月の属する年度（指定療養介護医

療等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の

規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該

市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において

同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給決定障

害者をいう。次号において同じ。）又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者

と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者であ

る者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障

害者（次号及び第四号に掲げる者を除く。） 二万四千六百円

三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定療養介護医療等のあった月の属す

る年の前年（指定療養介護医療等のあった月が一月から六月までの場合にあって

は、前々年とする。以下この号において同じ。）中の公的年金等の収入金額、当

該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該指定

療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障

害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万

円以下である者又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属す

る者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労

働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者（次号に掲げる

者を除く。） 一万五千円

四 支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が、指定療養

介護医療等のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労

働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者 零



２ 次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として支給決

定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害

者（二十歳未満の者に限る。以下この項において同じ。）の指定療養介護医療等に

係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあ

るのは「零以上四万二百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案し

て厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六

百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の

状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号

中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の

所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。

一 支給決定障害者が同一の月に受けた療養介護に係る法第二十九条第三項第一号

に掲げる額又は法第三十条第三項第一号及び第二号に定める額を合計した額に百

分の十を乗じて得た額（次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイから

ニまでに定める額を超える場合は当該額とする。）

イ 前項第一号に掲げる者 三万七千二百円

ロ 前項第二号に掲げる者 二万四千六百円

ハ 前項第三号に掲げる者 一万五千円

ニ 前項第四号に掲げる者 零

二 支給決定障害者が同一の月に受けた法第七十条第二項又は第七十一条第二項に

おいて準用する法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療等に係る

健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に

相当する額（前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超え

る場合は当該額とする。）並びに支給決定障害者が同一の月に受けた指定療養介

護医療等に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額及び

同法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額の合計額

三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生

労働大臣が定める額

（平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・平二四政二六・一部改正）

（医療に関する審査機関）

第四十三条 法第七十三条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険



診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）に定める特別審査委員会、

国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置さ

れる診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付

費等審査委員会とする。

（平二七政一三八・一部改正）

第五節 補装具費の支給

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・旧第四節繰下）

（補装具費の支給に係る政令で定める者等）

第四十三条の二 法第七十六条第一項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係

る障害者等の属する世帯の他の世帯員（障害者である場合にあっては、その配偶者

に限る。次項において同じ。）とする。

２ 法第七十六条第一項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者等

及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補装具の購入又は

修理のあった月の属する年度（補装具の購入又は修理のあった月が四月から六月ま

での間にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九

十二条第一項第二号に掲げる所得割の額が四十六万円であることとする。

（平一八政三一九・追加、平一九政一九一・平二〇政二一二・一部改正）

（補装具費に係る負担上限月額）

第四十三条の三 法第七十六条第二項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家

計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装

具費支給対象障害者等（同条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。

以下この条及び第四十三条の五第一項第二号において同じ。）の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。

一 次号に掲げる者以外の者 三万七千二百円

二 市町村民税世帯非課税者（補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対

象障害者等と同一の世帯に属する者（補装具費支給対象障害者等（法第七十六条

第一項の申請に係る障害者に限る。）にあっては、その配偶者に限る。）が補装

具の購入又は修理のあった月の属する年度（補装具の購入又は修理のあった月が

四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村

民税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除



された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住

所を有しない者を除く。）である場合における当該補装具費支給対象障害者等を

いう。）又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同

一の世帯に属する者が補装具の購入若しくは修理のあった月において被保護者若

しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合にお

ける当該補装具費支給対象障害者等 零

（平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二四政二六・

一部改正）

第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

（平二四政二六・追加）

（高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等）

第四十三条の四 法第七十六条の二第一項に規定する障害福祉サービスのうち政令で

定めるものは、法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。）とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等対象サービ

スのうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス（こ

れに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービス

を含む。）及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス（こ

れに相当するサービスを含む。）及び地域密着型介護予防サービス（これに相当す

るサービスを含む。）（次条第一項第三号において「居宅サービス等」と総称する。）

とする。

２ 法第七十六条の二第一項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法

第十九条第一項に規定する介護給付費等（以下「介護給付費等」という。）とし、

法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保

険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密

着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例

施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護

予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例

地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費（次条第一項第三号に

おいて「介護サービス費等」と総称する。）とする。

（平二四政二六・追加）



（高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等）

第四十三条の五 高額障害福祉サービス等給付費は、次に掲げる額を合算した額（以

下この条において「利用者負担世帯合算額」という。）が高額障害福祉サービス等

給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合

算額から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障

害者等按
あん

分率（支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一号及び第

三号に掲げる額並びに購入又は修理をした補装具に係る第二号に掲げる額を合算し

た額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。）

を乗じて得た額とする。

一 同一の世帯に属する支給決定障害者等（特定支給決定障害者にあっては、当該

特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。第三号にお

いて同じ。）が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法第二十九条第三項第

一号に掲げる額及び法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉

サービスにつき支給された介護給付費等の合計額を控除して得た額

二 同一の世帯に属する補装具費支給対象障害者等（補装具費支給対象障害者等が

特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配

偶者である補装具費支給対象障害者等に限る。）が同一の月に購入又は修理をし

た補装具に係る法第七十六条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入又は

修理をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控

除して得た額

三 同一の世帯に属する支給決定障害者等（法第十九条第一項の規定により同項に

規定する支給決定を受けた障害者に限る。）が同一の月に受けた居宅サービス等

に係る介護サービス費等（高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除

く。）の合計額に九十分の百（介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の

規定が適用される場合にあっては八十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条

第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百

分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た

割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあって

は百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内に

おいて市町村が定めた割合で除して得た割合）を乗じて得た額から当該居宅サー



ビス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額

四 同一の世帯に属する児童福祉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（同項に規定する通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合に

あっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する通所給

付決定保護者に限る。）が同一の月に受けた同条第一項に規定する障害児通所支

援に係る同法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び同法第二十一条の

五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された

同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除し

て得た額

五 同一の世帯に属する児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定

保護者（同項に規定する入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合に

あっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する入所給

付決定保護者に限る。）が同一の月に受けた同法第二十四条の二第一項に規定す

る指定入所支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支

援につき支給された同条第一項に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して

得た額

２ 支給決定障害者等が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第三号に掲げる

額は零とする。

３ 第十七条第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者等が同一の月に受けたサービ

スに係る第一項第一号に掲げる額、同項第四号に掲げる額（当該支給決定障害者等

（法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者

に限る。）が通所給付決定保護者（児童福祉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。以下この条において同じ。）である場合における当該通

所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び

第五項において同じ。）及び第一項第五号に掲げる額（当該支給決定障害者等（法

第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限

る。）が入所給付決定保護者（児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給

付決定保護者をいう。以下この条において同じ。）である場合における当該入所給

付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五

項において同じ。）を合算した額が負担上限月額（当該支給決定障害者等（法第十



九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）

が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、当該負担上

限月額と特定保護者負担上限月額のいずれか高い額とする。以下この項及び第五項

において同じ。）を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該支給決定障害

者等に対して高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとし、その額は、次に

掲げる額を合算した額とする。

一 当該支給決定障害者等に係る第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合

算した額から負担上限月額を控除して得た額（当該支給決定障害者等（法第十九

条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。）

が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、その額に

障害児保護者按
あん

分率（通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である支給決

定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号、

同項第四号及び同項第五号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。）を

乗じて得た額とする。）

二 調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定

基準額を控除して得た額（その額が零を下回る場合には、零とする。）に支給決

定障害者等按
あん

分率を乗じて得た額

４ 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該支給決定障害者等が次の各

号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。

一 通所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該通所給付決定保護者に係る

児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号）第二十四条に規定する障害児

通所支援負担上限月額に相当する額

二 入所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該入所給付決定保護者に係る

児童福祉法施行令第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額に相当

する額

５ 第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額か

ら同一の世帯に属する支給決定障害者等（特定支給決定障害者にあっては、当該特

定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。）に係る第一項

第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得



た額を控除して得た額をいう。

６ 高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生

労働省令で定める。

（平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平

二七政一三八・一部改正）

（高額障害福祉サービス等給付費算定基準額）

第四十三条の六 前条第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額は、次の各

号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 第十七条第一号から第三号までに掲げる者 三万七千二百円

二 第十七条第四号に掲げる者 零

（平二四政二六・追加）

第三章 障害者支援施設

（平一八政三一九・追加）

第四十三条の七 市町村は、その設置した障害者支援施設を休止し、又は廃止しよう

とするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

２ 市町村長（特別区の区長を含む。）は、当該市町村において、その設置した障害

者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、又は当該施設の建物、設備若しくは事

業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければな

らない。

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・旧第四十三条の四繰下）

第四章 費用

（平一八政三一九・旧第三章繰下）

（障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担）

第四十四条 都道府県は、法第九十四条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サー

ビス費等負担対象額（同項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をい

う。以下この条において同じ。）の百分の二十五を負担する。

２ 国は、法第九十五条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対

象額の百分の五十を負担する。

３ 障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に

掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。



一 障害福祉サービス費等（法第九十二条第一号に規定する障害福祉サービス費等

をいう。）の支給に要する費用 次のイ又はロに掲げる費用の区分に応じ、当該

イ又はロに定める額を合算して得た額

イ 介護給付費等（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援及び常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が

著しく高いものとして厚生労働大臣が定める者が利用する障害福祉サービスに

係るものに限る。）の支給に要する費用 当該介護給付費等について障害者等

の障害支援区分、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その

他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支

給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に応じ算定した額又は当該

介護給付費等の支給に要した費用の額（その費用のための寄附金その他の収入

があるときは、当該収入の額を控除した額）のいずれか低い額

ロ 介護給付費等（イに掲げるものを除く。）、特定障害者特別給付費及び特例

特定障害者特別給付費の支給に要する費用 当該介護給付費等、特定障害者特

別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要した費用の額（その費用の

ための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額）

二 相談支援給付費等（法第九十二条第二号に規定する相談支援給付費等をいう。）

の支給に要する費用 当該相談支援給付費等の支給に要した費用の額（その費用

のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額）

三 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用 当該高額障害福祉サービ

ス等給付費の支給に要した費用の額（その費用のための寄附金その他の収入があ

るときは、当該収入の額を控除した額）

（平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政三一九・一部

改正）

（自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担）

第四十五条 法第九十四条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負

担する同項第二号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医

療費及び補装具費（次項において「自立支援医療費等」という。）の支給に要する

費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除

した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。



２ 法第九十五条第一項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担

する同項第二号又は第三号の額は、自立支援医療費等の支給に要する費用の額から、

その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、

厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

（平一八政三一九・一部改正）

（地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助）

第四十五条の二 法第九十四条第二項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対し

て補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、そ

の年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚

生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

２ 法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助

する同項第二号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用

の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除

した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

（平一八政三一九・追加）

（市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助）

第四十五条の三 法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助

する同項第一号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用（地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十四第一項の規定によ

り市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委

託に係る費用を含む。）の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の

額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控

除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・一部改正）

第五章 審査請求

（平一八政三一九・旧第四章繰下）

（不服審査会の委員の定数の基準）

第四十六条 法第九十八条第一項に規定する不服審査会（以下「不服審査会」という。）

の委員の定数に係る同条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護

給付費等又は地域相談支援給付費等（法第五十一条の五第一項に規定する地域相談



支援給付費等をいう。）に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を

勘案して、各都道府県が必要と認める数の第四十八条第一項に規定する合議体を不

服審査会に設置することができる数であることとする。

（平二四政二六・一部改正）

（会議）

第四十七条 不服審査会は、会長が招集する。

２ 不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をす

ることができない。

３ 不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。

（合議体）

第四十八条 不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成す

る合議体（以下この条において「合議体」という。）で、審査請求の事件を取り扱

う。

２ 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その

他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。

３ 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。

４ 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決を

することができない。

５ 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の

決するところによる。

６ 不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服

審査会の議決とする。

（市町村等に対する通知）

第四十九条 法第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行

政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十一条第二項に規定する審査請

求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。

（平二七政三九二・一部改正）

（関係人に対する旅費等）

第五十条 都道府県が法第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊



料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によ

るものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

（平一八政三一九・一部改正）

第六章 雑則

（平一八政三一九・旧第五章繰下）

（大都市等の特例）

第五十一条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」

という。）において、法第百六条の規定により、指定都市が処理する事務について

は、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の三十二第一項

から第三項までに定めるところによる。

２ 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

において、法第百六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治

法施行令第百七十四条の四十九の十二に定めるところによる。

（平一八政三一九・一部改正）

（厚生労働省令への委任）

第五十二条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他

の事項は、厚生労働省令で定める。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

（不服審査会の委員の任期の経過措置）

第二条 平成十九年三月三十一日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第

九十九条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

（十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例）

第三条 当分の間、法附則第二条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあ

るのは、「児童又は第二十二条第二項の規定による精神保健福祉センターの意見そ

の他の事情を勘案して障害福祉サービス（障害者のみを対象とするものに限る。）

を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。

（法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する

読替え）



第四条 法附則第五条第二項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第二十三条 支給決定は 附則第五条第一項の規定に

より支給決定を受けたもの

とみなされた者に係る支給

決定は

（法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する

経過措置）

第五条 この政令の施行の日（以下「施行日」という。）において現に法附則第二十

五条の規定による改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」という。）第六条の

二第二項に規定する児童居宅介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除く。）

に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行

日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

２ 施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（行

動援護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている

障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受

けたものとみなす。

３ 施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護（外

出介護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている

障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受

けたものとみなす。

４ 施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービス

に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行

日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

５ 施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係

る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、

短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

６ 施行日において現に法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法

（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第四条の二第二項に規定する身体障害者

居宅介護（外出介護に該当するものを除く。）に係る居宅生活支援費の支給の決定



を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定

を受けたものとみなす。

７ 施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者

居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定

を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定

を受けたものとみなす。

８ 施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者

デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、

施行日に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス（以下「障害

者デイサービス」という。）に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

９ 施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者

短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行

日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

１０ 施行日において現に法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（以下「旧知的障害者福祉法」という。）第四条第二項に規定する知的障害者居宅

介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除く。）に係る居宅生活支援費の支

給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の

支給決定を受けたものとみなす。

１１ 施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居

宅介護（行動援護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を

受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を

受けたものとみなす。

１２ 施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居

宅介護（外出介護に該当するものに限る。）に係る居宅生活支援費の支給の決定を

受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を

受けたものとみなす。

１３ 施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デ

イサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施

行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

１４ 施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短



期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日

に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。

１５ 施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地

域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施

行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。

（法附則第九条に規定する政令で定める日）

第六条 法附則第九条に規定する政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。

（特定旧法指定施設に関する経過措置）

第六条の二 法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設（以下この条にお

いて「特定旧法指定施設」という。）であって平成十八年十月一日前に法附則第三

十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「平成十八年十月改正前身体

障害者福祉法」という。）第十七条の三十第一項各号のいずれか又は法附則第五十

二条の規定による改正前の知的障害者福祉法（以下「平成十八年十月改正前知的障

害者福祉法」という。）第十五条の三十第一項各号のいずれかに該当するに至った

ものについては、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日まで

の間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項各号のいずれかに該当した

ものとみなして、同条の規定を適用する。

２ 平成十八年十月一日前に特定旧法指定施設に対してなされた平成十八年十月改正

前身体障害者福祉法第十七条の二十八第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者

福祉法第十五条の二十八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又

は出頭の求め（当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来する

ものに限る。）は、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日ま

での間は、法第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により報告若し

くは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

３ 特定旧法指定施設が、平成十八年十月一日前に行った次の各号に掲げる支援につ

いて、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に

関し不正があったときは、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の

前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項第五号に該当した

ものとみなして、同条の規定を適用する。

一 平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施



設支援 同項に規定する施設訓練等支援費又は平成十八年十月改正前身体障害者

福祉法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者食費等給付費

二 平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定

施設支援 同項に規定する施設訓練等支援費又は平成十八年十月改正前知的障害

者福祉法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者食費等給付費

（平一八政三一九・追加）

（福祉ホームに関する経過措置）

第六条の三 平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第二項の規定により福祉ホー

ムとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等（以下この条において「み

なし福祉ホーム」という。）に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福

祉法第三十九条第二項又は社会福祉法第七十条の規定による報告の命令（当該報告

の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十一条第一項の規定により

報告を求める処分とみなす。

２ 平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた社会福祉法第七十一

条の規定による事業の改善の命令（当該改善の期限が同日以後に到来するものに限

る。）は、法第八十二条第二項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処

分とみなす。

３ 平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた平成十八年十月改正

前身体障害者福祉法第四十一条第一項若しくは社会福祉法第七十二条第一項の規定

による事業の停止の命令（当該停止の期間が同日において満了していないものに限

る。）又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項の規定による

廃止の命令（当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十二

条第二項の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・旧第六条の五繰上）

（相談支援事業に関する経過措置）

第六条の四 平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第三項の規定により相談支援

事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等（以下この条において「み

なし相談支援事業」という。）に対してなされた法附則第二十六条の規定による改

正前の児童福祉法（以下この条において「平成十八年十月改正前児童福祉法」とい

う。）第三十四条の四、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第一項



又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による報

告の命令（当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。）は、法第八十一条

第一項の規定により報告を求める処分とみなす。

２ 平成十八年十月一日前にみなし相談支援事業に対してなされた平成十八年十月改

正前児童福祉法第三十四条の五、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十条

又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の三の規定による事業の制

限又は停止の命令（当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに

限る。）は、法第八十二条第一項の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分と

みなす。

（平一八政三一九・追加、平二四政二六・旧第六条の六繰上）

（法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス）

第七条 施行日において現に旧児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行

政措置（以下この条において「旧法措置」という。）を受けて旧児童福祉法第六条

の二第二項に規定する児童居宅介護（行動援護及び外出介護に該当するものを除

く。）が提供されている障害児及び障害児の保護者（以下この条において「障害児

等」という。）は、施行日に、法附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法

第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置（以下この条において「新法措置」

という。）を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。

２ 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する

児童居宅介護（行動援護に該当するものに限る。）が提供されている障害児等は、

施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。

３ 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する

児童居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）が提供されている障害児等は、

施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。

４ 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する

児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童

デイサービスが提供されている障害児等とみなす。

５ 施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する

児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所

が提供されている障害児等とみなす。



（法附則第三十二条の政令で定める日）

第七条の二 法附則第三十二条の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。

（平一八政三一九・追加）

（法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス）

第八条 施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措

置（以下この条において「旧法措置」という。）を受けて旧身体障害者福祉法第四

条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護（外出介護に該当するものを除く。）

が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後

の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置（以下この条において「新

法措置」という。）を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。

２ 施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規

定する身体障害者居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）が提供されている

身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者

とみなす。

３ 施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規

定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措

置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。

４ 施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規

定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を

受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。

（法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設）

第八条の二 法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第

四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条

の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム（厚生労働大臣が定めるものに限る。）

及び同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。

（平一八政三一九・追加）

（法附則第五十五条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス）

第九条 施行日において現に旧知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定によ

る行政措置（以下この条において「旧法措置」という。）を受けて旧知的障害者福

祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護（行動援護及び外出介護に該当す



るものを除く。）が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第五十一条の

規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措

置（以下この条において「新法措置」という。）を受けて居宅介護が提供されてい

る知的障害者とみなす。

２ 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定す

る知的障害者居宅介護（行動援護に該当するものに限る。）が提供されている知的

障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみ

なす。

３ 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定す

る知的障害者居宅介護（外出介護に該当するものに限る。）が提供されている知的

障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみ

なす。

４ 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定す

る知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を

受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。

５ 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定す

る知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受け

て短期入所が提供されている知的障害者とみなす。

６ 施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定す

る知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を

受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。

（市町村審査会の委員の任期の経過措置）

第十条 平成十九年三月三十一日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第

五条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

（指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置）

第十一条 平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前

日までの間は、第十七条第一項中「第二十九条第四項」とあるのは、「第二十九条

第四項（法附則第二十一条第三項及び第二十二条第五項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）」とする。

２ 平成二十年七月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日まで



の間は、第十七条第一項第二号イ中「に入所する者（」とあるのは「又は旧法指定

施設（法附則第二十条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。）

に入所する者（指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同

号ロ及び同項第三号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する

者（指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。）」と、同項第四号

中「に入所する者（」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者（指定障害者支

援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。

（平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・一部改正、平二二政一〇六・旧

第十一条の二繰上・一部改正）

（高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置）

第十一条の二 平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

の前日までの間は、第二十条第一項第一号中「第二十九条第三項」とあるのは、「第

二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは第二十二条第四項」とする。

（平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・旧第十一条の三繰上）

（特定入所サービスの経過措置）

第十一条の三 平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

の前日までの間は、第二十一条の二中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支

援又は法附則第二十条に規定する旧法施設支援」とする。

（平一八政三一九・追加、平二二政一〇六・旧第十一条の四繰上）

（支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例）

第十二条 法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するものの

ほか、平成三十年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定

基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療

のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定に

よる市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二

十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者で

あることとする。

（平一九政一九一・平二一政九一・平二四政二六・平二七政一一九・一部改

正）

（指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例）



第十三条 指定自立支援医療（育成医療を除く。）に係る負担上限月額は、第三十五

条第一項に規定するもののほか、平成三十年三月三十一日までの間は、前条で規定

する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円とする。

２ 育成医療に係る負担上限月額は、第三十五条第一項に規定するもののほか、平成

三十年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。

一 前条で規定する基準の経過的特例に該当する者 二万円

二 その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医

療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの

場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を

厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であって、

当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該

支給認定障害者等（次号に掲げる者を除く。） 一万円

三 その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医

療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの

場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を

厚生労働省令で定めるところにより合算した額が三万三千円未満であって、当該

支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のものである場合における当該支給

認定障害者等 五千円

（平一九政一九一・平二一政九一・平二四政二六・平二七政一一九・一部改

正）

（指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置）

第十三条の二 平成十八年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間、第四十二

条の四第一項第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者（二十歳未満の者を除く。）

の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、同条の規定にかかわらず、同項第二

号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決

定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」

と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支

給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した

額」とする。



（平一八政三一九・追加、平一九政二三五・平二一政九一・平二一政一六七・

平二四政二六・平二七政一一九・一部改正）

附 則 （平成一八年三月三一日政令第一五四号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 （平成一八年八月三〇日政令第二八六号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 （平成一八年九月二六日政令第三一九号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 （平成一九年四月一日政令第一五六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成一九年六月二七日政令第一九一号）

この政令は、平成十九年七月一日から施行する。

附 則 （平成一九年八月三日政令第二三五号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 （平成二〇年三月三一日政令第一一六号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 （平成二〇年六月二七日政令第二一二号）

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規

定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定す

る障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十

九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定す

る指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅



サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援（以下

この条において「障害福祉サービス等」という。）について適用し、この政令の施

行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。

第三条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第

十七条第三項又は附則第十一条第三項の規定が適用されていた障害者自立支援法第

五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等（同法第三十四条第一項に規定す

る指定障害者支援施設等若しくは同法附則第二十条に規定する旧法指定施設に入所

する者（二十歳未満の者に限る。）又は同法第五条第五項に規定する療養介護に係

る支給決定を受けた者（二十歳未満の者に限る。）に限る。）に関する当該支給決

定障害者等（児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者であ

る場合を含む。）と同一の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満

二十歳に達するまでの間は、なお従前の例による。

附 則 （平成二一年三月三一日政令第九一号）

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 （平成二一年六月二六日政令第一六七号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規

定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定す

る障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等

並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令

第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条

の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障

害児施設医療（以下この条において「障害福祉サービス等」という。）について適

用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前

の例による。

附 則 （平成二一年七月二三日政令第一八七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成二一年一二月二四日政令第二九六号） 抄



（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 （平成二二年四月一日政令第一〇六号）

（施行期日）

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規

定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定す

る障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二

十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第

十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に

規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療

（以下この条において「障害福祉サービス等」という。）について適用し、同日前

に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。

附 則 （平成二三年九月二二日政令第二九六号）

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 （平成二四年二月三日政令第二六号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 （平成二四年九月二〇日政令第二四四号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成二四年一〇月一日）

附 則 （平成二五年一月一八日政令第五号）

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 （平成二五年二月一五日政令第三五号）

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 この政令の施行の際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「法」という。）若しく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令（以下「令」という。）の規定により都道府県知事がし

た処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日（以下「施

行日」という。）前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申

請その他の行為で、施行日以後において市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）

が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に

おいては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請そ

の他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべ

きであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、

なお従前の例による。

２ 施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなけ

ればならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の

規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、

市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続が

されていないものとみなす。

附 則 （平成二五年四月一二日政令第一二二号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、法の施行の日（平成二十五年四月十三日）から施行する。

附 則 （平成二五年一一月二七日政令第三一九号） 抄

（施行期日）

１ この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 （平成二六年三月三一日政令第一二七号） 抄

（施行期日）

１ この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

（経過措置）

２ 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令及び第二条の規定による改正後の

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令の規定は、こ

の政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する

指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援

及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援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第五条第一項に規定する障害福祉サービ

ス及び同条第二十三項に規定する補装具の購入又は修理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施行令第四十三条の四第一項に規定する

居宅サービス等（以下この項において「指定通所支援等」という。）について適用

し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。

附 則 （平成二六年四月一八日政令第一六四号）

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則 （平成二六年七月三〇日政令第二六九号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、改正法の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行す

る。

附 則 （平成二六年八月八日政令第二七八号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、法の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。

附 則 （平成二六年九月三日政令第三〇〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成二七年四月一日）

（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令の一部改正

に伴う経過措置）

第八条 第十条の規定による改正後の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令第二十二条第一項第十号から第十二号まで若しくは第二項第

九号（同条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）、第二十六条第一

項第三号（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。）若

しくは第二項第二号（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に

限る。）、第二十六条の十（同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る

部分に限る。）又は第二十六条の十六第一号（同令第二十二条第一項第十号から第

十二号までに係る部分に限る。）の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの

規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれら

の規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは



処分に違反する行為を行った者について適用する。

（平二六政三五八・一部改正）

附 則 （平成二六年一一月一二日政令第三五七号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 （平成二六年一一月一二日政令第三五八号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の

規定は、公布の日から施行する。

附 則 （平成二六年一二月一九日政令第四〇八号）

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 （平成二七年三月二七日政令第一一九号）

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 （平成二七年三月三一日政令第一三八号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の

改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限

る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）

を除く。）、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の

次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規

定、同令第二十九条の二の改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を

「七月」に改める部分に限る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」

に改める部分に限る。）を除く。）、同条を同令第二十九条の二の二とする改正

規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第

三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定（健康保険法等の一部を改正する

法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた

介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」

に改める部分に限る。）、同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める



部分に限る。）及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。）、第八条

の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、

第二十条中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令

第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保

に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条

及び附則第五条から第十二条までの規定 平成二十七年八月一日

附 則 （平成二七年八月二八日政令第三〇三号）

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の

施行の日（平成二十七年九月一日）から施行する。

附 則 （平成二七年一一月二六日政令第三九二号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行

する。

（経過措置の原則）

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政

令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を

除き、なお従前の例による。

附 則 （平成二七年一二月一六日政令第四二六号）

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 （平成二八年三月四日政令第五六号）

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二

十八年三月十五日）から施行する。


