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自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具のシステムで構築されて
います。利用者は、一人一人の支援計画に基づき「日中の活動の場」を一つないし複数組み
合わせて選択し、要望に応じ「住まいの場」と併せサービスを受ける事になります。
第 2 章では、精神障害者が係わる「訓練系・就労系サービス」（日中活動の場）である自
立訓練（生活訓練）事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、就労定着支援事業につい
て紹介します。
１．自立訓練（生活訓練）事業
利用者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な知的・精神障害者
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で生活能力の維持・向上等を目的とした訓練が必要な者
②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者 等

サービス
内 容

①入浴、排せつ及び食事等の自立した日常生活を営むために必要な訓練、日常生活上の相談及び助言その他の必要な支援を実施
②通所訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ訪問訓練を組み合わせる事が可能
③日中の一般就労又は自立訓練（生活訓練）等の障害福祉
利用者に宿泊訓練を同時に実施可
④標準利用期間は２年間（長期入院者等の場合は３年間）

職員配置
基準

設 備

○サービス管理責任者：1人以上常勤、利用者数60人超え40人増すごとに1人増
①通所訓練型、訪問訓練型：生活支援員は利用者数の6：1以上
②宿泊訓練型 ： 生活支援員は利用者数の10：1以上、地域移行支援員は事業所ごとに１人以上
①又は②の生活支援員のうち1人以上は常勤、利用者数は前年度の平均値（新規指定の場合は推定数）
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備 （宿泊訓練型では、居室、浴室も必要）
利用定員
(Ⅰ)

基本報酬

生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ)

通所訓練型

訪問訓練型

20人以下

21人以上40人以下

７４８単位

６６８単位

41人以上60人以下

61人以上80人以下

81人以上

６３５単位

６１０単位

５７３単位

所要時間 1時間未満

所要時間 1時間以上

２５５単位

５８４単位

利用期間２年以内

(Ⅲ)

宿泊訓練型
(Ⅳ)

視覚障害者に対する専門的訓練
７５０単位
利用期間２年超

２７１単位

１６４単位

利用期間３年以内

利用期間３年超

２７１単位

１６４単位

共生型生活訓練サービス費

６６５単位

基準該当生活訓練サービス費
※ 令和３年９月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001／1,000に相当する単位数を算定

(１)利用者
自立訓練事業は機能訓練と生活訓練に分類され、機能訓練は身体障害者が、生活訓練は
精神障害者や知的障害者が対象となります。生活訓練の利用者は、病院を退院又は入所施設
を退所した後、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの一定の支援が必要な人にな
ります。
30

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第２章
【2021 年４月 改定版】

(２）サービス内容
提供されるサービスは、入浴、排せつ及び食事等の自立した日常生活を営むために必要な
訓練や、日常生活上の相談及び助言その他の必要な支援です。提供方法は、通所による訓練
（生活訓練サービス費Ⅰ）を原則としていますが、個別支援計画の進捗状況に応じ訪問によ
る訓練（生活訓練サービス費Ⅱ）を組み合わせることができます。また、日中の一般就労又
は生活訓練等の障害福祉サービス利用者に宿泊訓練（生活訓練サービス費Ⅲ・Ⅳ）を行なう
こともできます。
生活訓練サービス費は通所・訪問・宿泊訓練型、それぞれ提供方法により定められていま
す。訪問訓練型はサービス提供時間（1 時間）で、宿泊訓練型は利用期間（2 年間、長期の
支援が必要な者は 3 年間）で区分されており、通所訓練型は 20 人を超えると 81 人に至る
まで 20 人を増すごとに生活訓練サービス費は減額されます。
(３）職員配置基準と設備基準
１）サービス管理責任者
1 人以上は常勤で、利用者数（前年度の平均値、新規の場合は推定数）が 60 人を超えて
40 人又はその端数を増すごとに 1 人加えた人数以上を配置することが必要です。
２）生活支援員
1 人以上常勤で、常勤換算方法により通所訓練型及び訪問訓練型サービスの利用者数を 6
で除した数と宿泊訓練型サービスの利用者数を 10 で除した数の合計数以上を配置すること
が必要です。
３）地域移行支援員
宿泊訓練型の生活訓練サービスを行う場合は、生活訓練事業所ごとに 1 人以上を配置す
ることが必要です。
４）設備基準
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備が必要であり、
宿泊型訓練を行う場合は、さらに居室（居室の定員は 1 人、一つ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）、浴室も必要となります。ただし、宿泊型訓練のみを行う
事業所は、訓練・作業室を設けないことができます。
(４) 地域と連携した災害対策の推進（令和3年度改定で新設）
令和3年度改定では、災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏ま
え、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求め
られる障害福祉サービス等事業者（施設系、通所系、居住系）において、訓練の実施に当た
って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととされました。
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(５) 生活訓練サービス費(Ⅰ)：通所訓練型
利用者を通所させて生活訓練を提供した場合は、生活訓練サービス費(Ⅰ)を算定するこ
とになります。通所訓練型の基本報酬は、利用定員に応じ、定員 20 人以下は 1 日 748 単位
を、定員 21 人以上定員 40 人以下は 1 日 668 単位を、定員 41 人以上 60 人以下は 1 日 635 単
位を、定員 61 人以上 80 人以下は 1 日 610 単位を、定員 81 人以上は 1 日 573 単位を、算定
することができます。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練（生活訓練）事業所又
は指定障害者支援施設の場合は、所定単位数の 96.5％を算定します。なお、新型コロナウ
イルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和 3 年 4 月～9 月までの間は、基本
報酬に 0.1％を上乗せした単位数を算定（生活訓練サービス費(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)、共生型生
活訓練サービス費、基準該当生活訓練サービス費についても同様の取扱い）することになり
ました。
(６) 生活訓練サービス費(Ⅱ)：訪問訓練型
平成 30 年度改定では機能訓練・生活訓練ともに障害の区別なく利用可能とするとともに、
視覚障害者に対する歩行訓練等を生活訓練としても実施出来るよう見直され、視覚障害者
に対する専門的な訓練を行った場合でも生活訓練サ-ビス費(Ⅱ)【訪問訓練型】の算定が可
能となりました。
また、訪問による生活訓練の利用期間の制限が「訪問開始日から起算して 180 日間ごとに
50 回かつ月 14 回」から「訪問開始日から起算して 180 日間ごとに 50 回」に平成 27 年度改
定で緩和されましたが、平成 30 年度改定で「訪問を開始した日から起算して 180 日間ごと
に 50 回を限度とする」旨の基準は、廃止されました。
訪問訓練型は、自立訓練（生活訓練）計画に基づき、日中活動サービスの利用日以外の日
に利用者の居宅を訪問し生活訓練を提供した場合に、所要時間 1 時間未満の場合は 1 日 255
単位を、所要時間 1 時間以上の場合は 1 日 584 単位を、視覚障害者に対する専門的訓練を
行った場合は 1 日 750 単位を、算定することができます。
居宅を訪問し生活訓練を提供した場合とは、以下の①～⑤が該当します。
①
②
③
④
⑤

日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等及びこれらに関する相談援助
食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する訓練及び相談援助
地域生活のルール、マナーに関する相談援助
交通機関、金融機関、役所等の公共機関活用に関する訓練及び相談援助
その他必要な支援

なお、指定共同生活援助事業所等における共同生活住居は「居宅」に該当しませんが、④
のうち、共同生活住居外で実施する訓練は指定共同生活援助（グループホーム）等の利用者
であっても居宅の対象となります。
(７) 生活訓練サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)：宿泊訓練型
平成 21 年度改定では、昼夜を通じた訓練が行えるよう宿泊訓練型と同一敷地内の日中活
動サービス（通所訓練型）を同時に利用することが可能となり、宿泊訓練型の生活訓練サー
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ビスは、日中、一般就労又は障害福祉サービス（日中の一定期間の生活訓練等）の利用者が
対象となっています。
宿泊訓練型は、利用者の標準利用期間（2 年間、長期の支援が必要な者は 3 年間）で区分
されています。
生活訓練サービス費(Ⅲ)は、標準利用期間 2 年間の利用者に対し、宿泊訓練型の生活訓練
を行った場合は、
利用期間が 2 年以内の場合に 1 日 271 単位を算定することができますが、
利用期間が 2 年を超える場合は 1 日 164 単位に減額されます。
また、平成 24 年度改定で新設された生活訓練サービス費(Ⅳ)は、長期の支援が必要な標
準利用期間 3 年間の利用者に対し、宿泊訓練型の生活訓練を行った場合は、利用期間が 3 年
以内の場合に 1 日 271 単位を算定することができますが、利用期間が 3 年を超える場合は 1
日 164 単位に減額されます。なお、長期支援が必要な利用者とは、長期間精神科病院に入院
していた者や長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者、2 年間
の利用期間では十分な成果が得られない者等が該当します。
(８)共生型生活訓練サービス費(平成 30 年度改定で新設)
共生型生活訓練サービス費は、「50 歳未満の者であって、区分 2 以下のもの」又は「50
歳以上の者であって、区分１以下のもの」に該当する利用者を介護保険法による指定通所介
護事業所若しくは指定地域密着型通所介護事業所又は指定小規模多機能型居宅介護事業所、
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所である共生型生活訓練事業所に通所させて、生活訓練を提供した場合に 1 日 665 単位
を算定することができます。ただし、地方公共団体が設置する共生型生活訓練事業所の場合
は所定単位数の 96.5%を、利用者の数が利用定員を超える場合は所定単位数の 70%を、算定
することになり、身体拘束等に係る記録をしていない場合は 1 日 5 単位減算されます。
また、共生型生活訓練事業所にサービス管理責任者を１名以上配置し、地域に貢献する活
動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合は、「サービス管理責任者配置等加
算」として 1 日 58 単位を加算することができます。なお、地域に貢献する活動は、「地域
の交流の場（開放スペースや交流会等）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地
域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
「地域のボランティアの受入れや活動（保
育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参
加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つよう努
めることになります。
(９)基準該当生活訓練サービス費
基準該当生活訓練サービス費は、50 歳未満で区分 2 以下の利用者又は 50 歳以上で区分 1
以下の利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所若しくは指定地域密着型通所介護
事業所又は指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護
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事業所である基準該当生活訓練事業所に通所させて生活訓練を提供した場合は、1 日 665 単
位を算定することができます。
(１０)生活訓練サービス費の減算項目
①又は②又は③
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)

(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)
(Ⅰ)・(Ⅱ)

①定員超過利用減算

所定単位数×70％

②サービス提供職員欠如減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

③サービス管理責任者欠如減算

所定単位数×70％※３(50％)※４

個別支援計画(生活訓練計画)未作成減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

身体拘束廃止未実施減算

利用者全員について 1 日 5 単位減算

標準利用期間超過減算

所定単位数×95％

※1 減算が適用される月から２月目まで
※3 減算が適用される月から４月目まで

※2 減算が適用される３月目以降
※4 減算が適用される5月目以降合

平成 30 年度改定では、
障害福祉サービス事業所等の適切な運営を確保するため、
人員配置、
個別支援計画の作成や身体拘束等が適切に行われていない場合の減算が見直されました。
１）定員超過利用減算（通所訓練型・宿泊訓練型が対象)
通所訓練型である生活訓練サービス費(Ⅰ)では、以下の（ア）又は（イ）に該当する場合
に、基本単位数の 70％を算定します。
(ア) １日の利用者数が、利用定員 50 人以下の場合は利用定員の 150％を、定員が 51 人以上の場合は利用定員から
50 を差し引いた数の 125％に 75 を加えた数を、それぞれ超えている場合
(イ) 直近の過去 3 月間の利用者の延べ人数が、利用定員が 11 人以下の場合は利用定員に 3 を加えた数に開所日数を乗じた
数を超えている場合、利用定員が 12 人以上の場合は利用定員に開所日を乗じた数の 125％を超えている場合

また、宿泊訓練型である生活訓練サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)では、以下の（ウ）又は（エ）に
該当する場合に、基本単位数の 70％を算定します。
(ウ) １日の利用者数が、利用定員 50 人以下の場合は利用定員の 110％を、定員が 51 人以上の場合は利用定員から 50 を
差し引いた数の 105％に 55 を加えた数を、それぞれ超えている場合
(エ) 直近の過去 3 月間の利用者の延べ人数が、利用定員に開所日数を乗じた数の 105％を超えている場合

２）サービス提供職員欠如減算（通所訓練型・宿泊訓練型が対象)
生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)では、生活支援員及び地域移行支援員の数が人員基
準の 1 割を超えて欠如している場合には翌月から、1 割の範囲以内で欠如した場合には翌々
月から、人員基準欠如が解消された月まで減算されます。そのため、減算が適用される月か
ら 2 月目までは所定単位数の 70％を、減算が適用される月から 3 月以降は所定単位数の
50％を、算定します。
３）サービス管理責任者欠如減算（通所訓練型・宿泊訓練型が対象)
生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)では、サービス管理責任者の数が人員基準を満たし
ていない場合には翌々月から人員基準欠如が解消された月まで減算されます。そのため、減
算が適用される月から 4 月目までは基本単位数の 70％を、減算が適用される 5 月目以降は
基本単位数の 50％を、算定します。
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４）個別支援計画（生活訓練計画）未作成減算（通所訓練型・訪問訓練型・宿泊訓練型が対象)
生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)・(Ⅳ)では、計画が未作成で生活訓練サービスが提
供されていた場合は、該当月から当該状態が解消された月の前月まで減算されます。そのた
め、減算が適用される月から 2 月目までは所定単位数の 70％を、減算が適用される月から
3 月以降は所定単位数の 50％を、算定します。
５）身体拘束廃止未実施減算（通所訓練型・訪問訓練型・宿泊訓練型・共生型が対象)
平成 30 年度改定では、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録が未作成
の場合は、新たに「身体拘束廃止未実施減算」として所定単位数から 1 日 5 単位を減算する
ことになりました。
令和3年度改定では、身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・
事業所が取り組むべき事項として以下の②～④の規定が追加されました。②から④の規定
は、令和3年4月から努力義務化し、令和4年4月から義務化されます。
なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適
正化に取り組んでいるものとみなされます。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項
を記録
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

減算の取扱いについては、運営基準の①から④を満たしていない場合に、基本報酬が身体
拘束廃止未実施減算として1日5単位減算されますが、②から④については、令和5年4月から
適用されます。
６）標準利用期間超過減算（通所訓練型・訪問訓練型が対象)
生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)では、平均利用期間が標準利用期間（2 年間、長期入院者
等は 3 年間）を 6 ヶ月以上超える場合は所定単位数の 95％を算定します。
７）複数の減算項目が該当する場合の取り扱い
複数の減算項目が該当する場合は、原則、それぞれの減算割合を所定単位数に乗ずること
になりますが、定員超過利用減算と人員欠如減算の双方の事由に該当する場合は、減算とな
る単位数が大きい方についてのみ減算することになります。減算となる単位数が同じ場合
は、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行います。なお、減算を適用するにあたっ
ては、その事業所の運営状態を踏まえて判断することになります。
(１１) 生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目
１）視覚・聴覚言語障害者体制加算（平成 27 年度改定で算定対象を拡大）
生活訓練（共通項目）
視覚・聴覚言語障害者支
援体制加算

算定要件等
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利用者が利用者数の３
０％以上で、常勤の視覚障害者等の生活支援に従事する従事者を利用者
に対して 50：１以上配置

報酬
＋４１単位／日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利用者が利用者数の 30％以上で、常
勤の視覚障害者等の生活支援に従事する従業者（意思疎通に関し専門性を有する職員）を
利用者 50 人に対して 1 人以上配置した場合は、視覚・聴覚言語障害者体制加算として 1
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日 41 単位を算定することができます。平成 27 年度改定で、通所訓練型だけでなく、宿泊
訓練型も算定対象となりました。
２）初期加算
生活訓練（共通項目）

算定要件等

報酬

初期加算

利用開始日から 30 日を限度として算定

＋３０単位／日

利用開始日から 30 日を限度として 1 日 30 単位を加算することができます。
３）福祉専門職員配置等加算(平成 21 年度改定で新設)
生活訓練（共通項目）
福祉専門職員
配置等加算

算定要件等

報酬

(Ⅰ)

精神保健福祉士等 35％以上雇用している事業所

＋15（10）単位／日

(Ⅱ)

精神保健福祉士等 25％以上雇用している事業所

＋10（７）単位／日

(Ⅲ)

①又は②のいずれかに該当する事業所
①常勤職員割合 75％以上、②勤続年数３年以上の常勤職員 30％以上
※ （

＋６（４）単位／日
）は宿泊訓練型の報酬

良質な人材確保とサービスの質の向上を図るため、福祉専門職員配置等加算が平成 21 年
度改定で新設されました。平成 27 年度改定では、福祉専門職員の配置割合が高い事業所を
より評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)が新たな区分として創設されました。改定
前の福祉専門職員配置等加算 (Ⅰ)及び(Ⅱ)の名称は、福祉専門職員配置等加算 (Ⅱ)及び
（Ⅲ）に変更されましたが、算定要件及び報酬は改定前と同様で、変更されていません。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)は、常勤の生活支援員等のうち、精神保健福祉士・社会福祉
士・介護福祉士・公認心理師・作業療法士（生活訓練等は対象外）の資格保有者を 35％以上
雇用している事業所では、通所訓練型・訪問訓練型は 1 日 15 単位を、宿泊訓練型は 1 日 10
単位を加算することができます。
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)は、常勤の生活支援員等のうち、精神保健福祉士・社会福祉
士・介護福祉士・公認心理師・作業療法士（生活訓練等は対象外）の資格保有者を 25％以上
雇用している事業所では、通所訓練型・訪問訓練型は 1 日 10 単位を、宿泊訓練型は 1 日 7
単位を加算することができます。
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)は、常勤の生活支援員等のうち、常勤職員が 75％以上又は
勤続年数 3 年以上の常勤職員が 30％以上の事業所では、通所訓練型・訪問訓練型は 1 日 6
単位を、宿泊訓練型は 1 日 4 単位を加算することができます。
４）医療連携体制加算(平成 21 年度改定で新設)
生活訓練（共通項目）
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
医療連携
体制加算

算定要件等
医療機関等から看護職員の訪問を受けて医療的ケ
アを必要としない利用者に対して看護を行なった場合
（8 人を限度）

1 時間未満

＋32 単位／日

1 時間以上 2 時間未満

＋63 単位／日

医療等から看護職員の訪問を受けて医療的ケアを
必要とする利用者に対して看護を行なった場合

利
用
者

⑴
(Ⅳ)

⑵

報酬

⑶

2 時間以上

＋125 単位／日

1人

＋800 単位／日

2人

＋500 単位／日

3 人以上 8 人以下

＋400 単位／日

(Ⅴ)

看護職員が介護職員等に喀痰吸引等の指導のみを行った場合

＋500 単位／日

(Ⅵ)

研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

＋100 単位／日
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平成 21 年度改定で新設された医療連携体制加算について、令和 3 年度改定では、看護の
濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケアの単価を充実させ、健康観察
等の非医療的ケアの単価が適正化されました。また、複数の利用者を対象とする非医療的ケ
アは短時間の区分(医療連携体制加算(Ⅰ)～(Ⅲ))が新設されました。看護の提供において
は、利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医
に対し、定期的に看護の提供状況等を報告することが必要となりました。
医療機関等の連携により看護職員が事業所を訪問し、医療的ケアを必要としない利用者
(8 人を限度)に対して 1 時間未満の看護を行った場合は医療連携体制加算(Ⅰ)として 1 日
32 単位を、1 時間以上 2 時間未満の看護を行った場合は医療連携体制加算(Ⅱ)として 1 日
63 単位を、2 時間以上の看護を行った場合は医療連携体制加算(Ⅲ)として 1 日 125 単位を
加算することができます。なお、看護の提供時間は、看護職員の訪問時間を看護の提供時間
として取り扱うものであり、訪問時間は連続した時間である必要はなく、1 日における訪問
時間を合算したものとなります。
医療機関等の連携により看護職員が事業所を訪問し、医療的ケアを必要とする利用者 1 人
に対して看護を行った場合は医療連携体制加算(Ⅳ)の⑴として 1 日 800 単位を、2 人に対し
て看護を行った場合は医療連携体制加算(Ⅳ)の⑵として 1 日 500 単位を、3 人以上 8 人以下
の利用者に対して看護を行った場合は医療連携体制加算(Ⅳ)の⑶として 1 日 400 単位を加
算することができます。
医療連携体制加算(Ⅴ)・(Ⅵ)は介護職員等による喀痰吸引等を評価するため、平成 24
年改定で新設されました。医療機関等の連携により看護職員が事業所を訪問し、看護職員
が直接看護の提供をせずに認定特定行為業務従事者（介護職員等）に喀痰吸引等に係る指
導のみを行った場合は医療連携体制加算(Ⅴ)として看護職員 1 人当たり 1 日 500 単位を、
喀痰吸引が必要な者に対して研修を受けた認定特定行為業務従事者（介護職員等）が看護
職員の指導の下、たんの吸引等を実施した場合は医療連携体制加算(Ⅵ)として利用者 1 人
当たり 1 日 100 単位を加算することができます。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)～(Ⅳ)を
算定している場合は、医療連携体制加算(Ⅵ)を算定することはできません。
５）食事提供体制加算（平成 27 年度改定で見直し）
生活訓練(共通項目）
食事提供体制
加算

(Ⅰ)
(Ⅱ)

算定要件等
収入が一定額以下の利用者に対し
て、事業所が食事を提供した場合

報酬

短期滞在加算算定者及び宿泊型訓練利用者

＋48 単位／日

食事提供体制加算(Ⅰ)算定者以外の場合

＋30 単位／日

収入が一定額以下の利用者に対して生活訓練事業所が食事を提供した場合に、短期滞在
加算算定者及び宿泊訓練型利用者は食事提供体制加算(Ⅰ)1 日 48 単位を、食事提供体制加
算(Ⅰ)算定者以外の利用者は食事提供体制加算(Ⅱ)1 日 30 単位を加算することができます。
平成 27 年度改定では、低所得の利用者の食費負担が原材料費相当になるよう、平成 27 年
3 月 31 日までの時限措置として食事提供体制加算が設けられていましたが、食事提供体制
加算の取得実態を踏まえ、令和 3 年年 3 月 31 日まで延長されていました。
令和 3 年度改定では、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の
37

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第２章
【2021 年４月 改定版】

評価軸で評価することも考えられるかも含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者
との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める必要があるため、食事提供体制加算の経過
措置が延長されました。
６）看護職員配置加算（平成 24 年度改定で新設）
生活訓練(共通項目）
看護職員配置
加算

(Ⅰ)
(Ⅱ)

算定要件等
常勤看護職員を 1 名以上配置

報酬

通所・訪問訓練型生活訓練の場合

＋１8 単位／日

宿泊訓練型生活訓練の場合

＋13 単位／日

健康上の管理等の必要な利用者に対応するため、常勤看護職員を 1 名以上配置した場合
は、
通所・訪問訓練型生活訓練を行った場合に看護職員配置加算(Ⅰ)として 1 日 18 単位を、
宿泊訓練型生活訓練を行った場合に看護職員配置加算(Ⅱ)として 1 日 13 単位を加算するこ
とができます。
７）福祉・介護職員処遇改善加算（平成 24 年度改定で新設）
生活訓練(共通項目）

福祉・介護職員
処遇改善加算

算定要件等

報酬

（Ⅰ）

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改
善を行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
及び職場環境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.068）

（Ⅱ）

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改
善を行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び
職場環境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.050）

（Ⅲ）

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改
善を行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡの
いずれかに適合し、職場環境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.028）

（Ⅳ）

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等
要件のいずれかを満たしている場合

＋所定単位×0.067／月

＋所定単位×0.049／月

＋所定単位×0.027／月

＋上記Ⅲ×0.9／月

削除

※
Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等
（Ⅴ）
＋上記Ⅲ×0.8／月
要件のいずれも満たさない場合
※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)は、令和2年度から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定可

平成 23 年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業の助成金による賃金改善
（福祉・介護職員の賃金月額 1.5 万円相当分）を障害福祉サービス報酬で評価するため、平
成 24 年度改定で福祉・介護職員処遇改善加算が新設されました。対象となる職種は、ホー
ムヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、2 年以上の障害福祉サービス経験
者(令和 5 年 3 月 31 日までに限る)、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、
訪問支援員、介護職員となっています。
平成 27 年度改定では、改定前の福祉・介護職員処遇改善加算の仕組みは維持しつつ、更
なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境改善の取組を進める事業所を対象に、更な
る上乗せ評価（福祉・介護職員の賃金月額 1.2 万円相当分）を行うため、新たな区分を新設
し、処遇改善加算が拡充されました。
平成 29 年度改定では、障害福祉（介護）人材の職場定着の必要性、介護福祉士等に期待
される役割の増大、障害福祉サービス（介護サービス）事業者等による昇給や評価を含む賃
金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアア
ップの仕組みの構築を促すため、さらに新たな区分（福祉・介護職員１人当たり月額平均１
万円相当増）を新設し、更なる処遇改善加算の拡充が行われました。
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算定要件としては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほ
か、キャリアパス要件及び職場環境等要件に適合することが必要となります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善(月額
3 万 7 千円相当)を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び「職場
環境等要件」①を満たしている事業所は、1 月の所定単位（基本報酬・各加算を算定した単
位数の合計）の 6.7％（指定障害者支援施設は 6.8％）を加算することができます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善(月額
2 万 7 千円相当)を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」Ⅰ・Ⅱ及「職場環境等
要件」①を満たしている事業所は、1 月の所定単位（基本報酬・各加算を算定した単位数の
合計）の 4.9％（指定障害者支援施設は 5.0％）を加算することができます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善(月額
1 万 5 千円相当)を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」Ⅰ又はⅡのいずれかに
適合し、「職場環境等要件」②を満たしている事業所は、1 月の所定単位（基本報酬・各加
算を算定した単位数の合計）の 2.7％（指定障害者支援施設は 2.8％）を加算することがで
きます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件のうち
「キャリアパス要件」又は「職場環境等要件」②のいずれかを満たしている事業所は、福祉・
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の 90％を加算することができます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件のうち
「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」②のいずれにも適合しない場合は、福祉・介
護職員処遇改善加算(Ⅲ)の 80％を加算することができます。
なお、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算さ
れた単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡
素化の観点を踏まえ、令和 3 年度改定で廃止されましたが、令和 2 年度から継続して算定
する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定することができます。

加算額に相当する
福祉・介護職員の
賃金改善を行ってい
ること等について

１） 賃金改善に関する計画の策定と計画に基づいた適正な措置
２） 賃金改善計画を基に福祉・介護職員処遇改善計画書の作成・周知・届出
３） 加算の算定額に相当する賃金改善計画の実施
４） 賃金改善に関する実績の報告
５） 算定日が属する月の前 12 月間に労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処されていないこと
６） 当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること
Ⅰ

キャリアパス要件

Ⅱ
Ⅲ

職場環境等要件

福祉・介護職員の任用の際における職位又は職務内容等に応じた任用等の要件や賃金体系を定
め、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機
会を確保し、全ての福祉・介護職員に周知
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組
みを構築し、全ての福祉・介護職員に周知（平成 29 年度改定で新設）

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善処遇改善(賃金改善を除く)の内容を全ての福祉・介護職
員に周知

令和3年度改定では、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加
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算の算定要件の一つである「職場環境等要件」について、各事業者による職場環境改善の取
組をより実効性が高いものとする観点から、以下の①及び②の見直しが行われました。
① 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直
しを行う
・職員の新規採用や定着促進に資する取組
・職員のキャリアアップに資する取組
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・生産性の向上につながる取組
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
② 職場環境等要件に基づく取組の実施について、原則、当該年度における取組の実施を求めることとする

職場環境等要件の内容
入職促進に向けた
取組

・ 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・ 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組み
の構築
・ 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上やキャリ
アアップに向けた支援

・ 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援
技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任
者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・ エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入
・ 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な
働き方の推進

・ 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・ 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規
職員か正規職員への転換の制度等の整備
・ 有給休暇が取得しやすい環境の整備
・ 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む
心身の健康管理

・ 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器
等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
・ 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健
康管理対策の実施
・ 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための
業務改善の取組

・ タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務
量の縮減
・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた
介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化
・ ５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践によ
る職場環境の整備
・ 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの
構成

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤
務環境や支援内容の改善
・ 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
・ 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
・ 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

８）福祉・介護職員処遇改善特別加算（平成 24 年度改定で新設）
生活訓練(共通項目）
福祉・介護職員
処遇改善特別加算

算定要件等
福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施
している場合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）

報酬
＋所定単位×0.008／月

削除

(指定障害者支援施設は 0.009）

※

※ 介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定可

福祉・介護職員の改善をより一層推し進めるため、福祉・介護人材の処遇改善事業の助成
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金を受給することが困難であった事業所でも一定の改善（福祉・介護職員の賃金月額 0.5 万
円相当分）が図られるよう、平成 24 年度改定で福祉・介護職員処遇改善特別加算が新設さ
れました。本加算の対象者は、福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種を中心として従業者
の処遇化善が図られていれば加算の対象となるため、加算額の一部を事務職や医療職等の
福祉・介護職員以外の従業者の賃金改善に充てることが可能です。
福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施している場合は、1 月の所定単
位（基本報酬・各加算を算定した単位数の合計）の 0.8％を福祉・介護職員処遇改善特別加
算として加算することができますが、指定障害者支援施設では所定単位数の 0.9％を加算す
ることになります。なお、本加算は、福祉・介護職員処遇改善加算と同様に「加算額に相当
する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等」が算定要件となっていますが、福祉・
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)と同様に「キャリアパス要件」又は「職場環境等要件」は算定要
件となっていません。ただし、福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合は福祉・介
護職員処遇改善特別加算を算定することができません。
なお、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和 3 年度改定で廃止されましたが、令和 2
年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定することができ
ます。
９）福祉・介護職員等特定処遇改善加算（令和元年度改定で新設）
生活訓練（共通項目）
(Ⅰ)
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅱ)

算定要件等
福祉・介護職員処遇改善加算
Ⅰ～Ⅲまでのいずれかを取得して
いる事業所で、福祉・介護職員
処遇改善加算の職場環境等要
件に関し、複数の取組を行ってい
るとともに、その取組について、ホ
ームページへの掲載等を通じた見
える化を行っている場合

報酬
福祉専門職員配置等

＋所定単位×0.040／月

加算算定事業所

（指定障害者支援施設は 0.026）

福祉専門職員配置等

＋所定単位×0.036／月
（指定障害者支援施設は 0.026）

加算未算定事業所

令和元年度改定では、介護サービス事業所における勤続年数 10 年以上の介護福祉士につ
いて月額平均 8 万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、現行の福祉・介護職員処遇改
善加算に加えて、障害福祉人材の更なる処遇改善が行われました。そのため、リーダー級の
障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある職員に重点化
しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善の評価として「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」
が新設されました。
「配置等要件」、「処遇改善加算要件」、「職場環境等要件」及び「見える化要件」の全
ての要件を満たしている事業所は、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)として、所定単
位数の 4.0％(指定障害者支援施設は 2.6％)を算定することができます。
また、「処遇改善加算要件」、「職場環境等要件」及び「見える化要件」の要件を満たし
ている事業所は、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)として、所定単位数の 3.6％(指
定障害者支援施設は 2.6％)を算定することができます。
令和3年度改定では、福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員に
ついて他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りつつ、更なる処遇改善を行うとの趣旨は維
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持した上で、事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルール
について、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障
害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見
直されました。なお、「その他の職種」は「他の障害福祉人材」の「2分の1を上回らないこ
と」とするルールは維持されています。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
配置等要件

福祉専門職員配置等加算（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加
算）を算定

処遇改善
加算要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)までのいいずれかを算定していること
(福祉・介護職員等特定処遇改善加算と同時に福祉・介護職員処遇改善加算にかかる処遇改善計画書
の届出を行い、算定される場合を含む)

職場環境等要件

・ 届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善処遇改善（賃金改善を除く）の内容を全ての福祉・介
護職員に周知
・ 処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、【職場環境等要件の内容】(40 ページ参照)につ
いて、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き
方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働
きがいの構成」の６つの区分から任意で３つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ１つ以上の取組を
行うこと

見える化要件

・ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表
具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外
の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載
・ 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部
から見える形で公表(令和 3 年度及び令和 4 年度においては算定要件としない)

原則、介護と同様の事業所内配分ルールとすることで、介護と一体的に運営している事業
所で混乱が生じないように、事業所内の職員分類の考え方は以下の①～③となります。
① 「経験・技能のある障害福祉人材」（勤続 10 年以上の介護福祉士等）
② 「他の障害福祉人材」（勤続 10 年未満の介護福祉士等及びその他の福祉・介護職員）
③ 「その他の職種に従事する職員」（①②以外の職員）

「経験・技能のある障害福祉人材」とは、勤続 10 年以上の介護福祉士等（福祉・介護職
員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する
者、公認心理師含む心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サ
ービス提供責任者）となります。
「勤続 10 年の考え方」については、 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでな
く、他法人や医療機関等での経験等も通算することができます。また、すでに事業所内で設
けられている能力評価や等級システムを活用する等、10 年以上の勤続年数を有しない者で
あっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定する
ことができます。ただし、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおける「障害福祉サー
ビス等の特性として、研修等で専門的な技能を身につけた福祉・介護職員やその他の職種に
従事する職員においても専門的な技能で障害福祉サービス等の質の向上に寄与している職
員がいることについて配慮が必要」という旨の意見を踏まえて、以下のイ）～ハ）の特例が
設けられています。
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イ） 研修等で専門的な技能を身につけた勤続 10 年以上の②の職員について、事業所の裁量で①に含めることが可能
ロ） 個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質向上に寄与している③の職員について、
事業所の裁量で②に含めることが可能
ハ） ③の職員に関する職員区分の変更について、役職者を除く全産業平均賃金水準（年収 440 万円）以上の者は対象外

なお、どのような職員の職員区分を変更するのかを報告することが必要となります。
具体的な配分方法は、①「経験・技能のある障害福祉人材」については、月額 8 万円の処
遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金水準
（年収 440 万円）
以上となる者を設定・確保し、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水
準を実現することが求められています。また、①「経験・技能のある障害福祉人材」は、平
均の処遇改善額が②「他の障害福祉人材」の 2 倍以上とすることが必要であり、小規模な事
業所で開設したばかりである等で、設定することが困難な場合は、合理的な説明が求められ
ます。 ③「その他の職種に従事する職員」(改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金
水準（年収 440 万円）を超えない場合に限る)は、平均の処遇改善額が②「他の障害福祉人
材」の 2 分の１を上回らないことになります。
(１２) 通所・訪問訓練型である生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の加算項目
１）送迎加算（平成 24 年度改定で新設）
生活訓練
(通所・訪問訓練型）
送迎加算

算定要件等

(Ⅰ)

①1 回の送迎に平均 10 人以上利用し、かつ、
②週 3 回以上の送迎実施の要件を満たす場合

(Ⅱ)

①又は②のどちらかを満たす場合

報酬
同一敷地内の場合
＋所定単位数×70％

＋21 単位／片道
＋10 単位／片道

送迎加算（Ⅰ）は、①1 回の送迎に平均 10 人以上(利用定員が 20 人未満の事業所は 1 回
の送迎に平均的に定員の 50％以上)の利用者が利用し、かつ、②週 3 回以上の送迎を実施し
ている場合に、片道につき 21 単位を加算することができます。 送迎加算（Ⅱ）は、①1 回
の送迎に平均 10 人以上(利用定員が 20 人未満の事業所は 1 回の送迎に平均的に定員の 50％
以上)の利用者が利用している、又は、②週 3 回以上の送迎を実施している場合に、片道に
つき 10 単位を加算することができます。
送迎加算は、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業（通所サービス等利用促
進事業）により、通所サービス及び短期入所の送迎の実施の助成を行ってきましたが、利用
者が引き続きサービスを利用しやすくするため、平成 24 年度改定で新設されました。
平成 27 年度改定では、都道府県の独自基準による取扱いを廃止するとともに、送迎人数
や送迎頻度等の要件を緩和した加算区分「送迎加算（Ⅱ）」が新設され、従前の送迎加算は
送迎加算（Ⅰ）となりましたが、宿泊型自立訓練に係る送迎加算については、算定実績を踏
まえ、廃止されました。また、原則として事業所と居宅間の送迎のみとされている取扱いに
ついては、送迎加算を算定する全てのサービスにおいて、事業所の最寄り駅や集合場所まで
の送迎についても加算の対象となりました。
平成 30 年度改定では、通所系サービスの送迎加算は、自動車維持費等が減少しているこ
とから一定の適正化が図られ、同一敷地内の送迎については、「同一敷地内」という立地上
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の観点を踏まえ、所定単位数の 70%を算定することになりました。
２）欠席時対応加算
生活訓練
(通所・訪問訓練型）

算定要件等

報酬

欠席時対応加算

利用予定日に急病等で利用中止時に、連絡調整と状況を記録し、
相談援助等行った場合

＋94 単位／日（月 4 回）

欠席時対応加算は利用者が利用予定日に急病等で欠席した時に、連絡調整と状況を記録
し、相談援助等行った場合は、1 回 94 単位を月 4 回まで加算することができます。
３）短期滞在加算
生活訓練
(通所・訪問訓練型）
(Ⅰ)
短期滞在加算
(Ⅱ)

算定要件等
生活訓練の利用者で、心身の状況の悪化など、
緊急の必要性が認められる者に宿泊の提供を
行うとともに、主として夜間において家事等の日
常生活能力向上のための支援等を行った場合

報酬
夜
間

生活支援員を
1 人以上配置
宿直勤務を行う職員を
1 人以上配置

＋180 単位／日
＋115 単位／日

生活訓練の利用者で、心身の状況の悪化など、緊急の必要性が認められる者に宿泊の提供
を行うとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力向上のための支援等を行っ
た場合に、夜勤体制を確保している場合は短期滞在加算(Ⅰ)として 1 日 180 単位を、宿直
体制を確保している場合は短期滞在加算(Ⅱ)として 1 日 115 単位を算定することができま
す。 短期滞在加算の施設基準は、以下の通りです。
施
設
基
準

・居室の定員は 4 人以下
・居室の他、浴室、洗面設備、便所、その他のサービスの提供に必要な設備を有していること
・日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること
短期滞在加算(Ⅰ)

夜間の時間帯を通じて生活支援員を 1 人以上配置

短期滞在加算(Ⅱ)

夜間の時間帯を通じて宿勤務を行う職員を 1 人以上配置

４）精神障害者退院支援施設加算
生活訓練
(通所・訪問訓練型）
精神障害者
退院支援施設
加算

(Ⅰ)
(Ⅱ)

算定要件等
精神病床に概ね 1 年以上入院していた
精神障害者に対して居住の場を提供し
た場合

夜
間

報酬
夜勤体制を確保している場合

＋180 単位／日

宿直体制を確保している場合

＋115 単位／日

精神障害者の場合は、精神科病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね
1 年程度入院していた精神疾患を有する患者等に対して、生活訓練の利用とともに夜間居住
の場も提供した場合に、夜勤体制を確保している場合は精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)
として 1 日 180 単位を、宿直体制を確保している場合は精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)
として 1 日 115 単位を算定することができます。精神障害者退院支援施設加算の施設基準
は、以下の通りです。

施
設
基
準

・利用定員は、病床転換型は 20 人以上 60 人以下、病床転換型以外は 20 人以上 30 人以下
・居室の定員は、病床転換型は 4 人以下、病床転換型以外は原則個室
・利用者 1 人当たりの居室の床面積は、病床転換型は 6 平方メートル以上、病床転換型以外は 8 平方
メートル以上
・居室の他、浴室、洗面設備、便所、その他のサービスの提供に必要な設備を有していること
・日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること
精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)

夜間の時間帯を通じて生活支援員を 1 人以上配置

精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)

夜間の時間帯を通じて宿勤務を行う職員を 1 人以上配置
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５）利用者負担上限額管理加算
生活訓練
(通所・訪問訓練型）

算定要件等

報酬

利用者負担上限額
管理加算

利用予定日に急病等で利用中止時に、連絡調整と状況を記録し、相談援助等
行った場合

＋150 単位／月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合は、利用者負担上限額管理加算として
月 1 回 150 単位を算定することができます。
６）障害福祉サービスの体験利用支援加算（平成 24 年度改定で新設）
生活訓練
(通所・訪問訓練型）
障害福祉サー
ビスの体験利
用支援加算

(Ⅰ)
(Ⅱ)

算定要件等
生活訓練の利用者が障害福祉
サービスの体験利用を行った場合

地域生活支援
拠点等の場合
＋50 単位

報酬
初日から 5 日目まで

＋500 単位／日

6 日目から 15 日目まで

＋250 単位／日

生活訓練の利用者が地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉
サービスの体験利用を行った場合は、15 日以内に限り 1 日 300 単位を算定することができ
ました。ところが、体験を行うタイミング、体験後の地域移行の可否の見極めが短期間であ
ることや地域移行支援事業所との調整等の負担を踏まえ、平成 30 年度改定では、体験利用
支援の初期段階（5 日以内）における評価が引き上げられ、6 日以上 15 日以内における評価
が引き下げられました。
そのため、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して 5 日以内の期間は、障害福
祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)として 1 日 500 単位を、体験的な利用支援の利用を開
始した日から起算して 6 日以上 15 日以内の期間は、障害福祉サービスの体験利用支援加算
(Ⅱ)として 1 日 250 単位を、算定することになりました。なお、地域生活支援拠点等の場合
は、更に 1 日 50 単位を所定単位数に加算することになりました。
算定要件としては、生活訓練事業所の従事者が、体験利用日の昼間の時間帯に介護等の支
援や体験利用に係る相談支援事業者との連絡調整等の支援を行うとともに、利用者の状況
や支援内容等を記録しておくことが必要です。
体験利用日に算定することが原則となりますが、体験利用に係る指定地域移行支援事業
者との連絡調整等の支援を体験利用日以前に行った場合は利用者が実際に体験利用した初
日に算定することが可能です。
７）個別計画訓練支援加算（平成 30 年度改定で新設）
生活訓練
(通所・訪問訓練型）

算定要件等

報酬

個別計画訓練支援
加算

利用者の障害特性や生活環境等に応じて社会福祉士や精神保健福祉士等が
作成する個別計画に基づく訓練の実施や、訓練実施による生活能力の維持・向
上の評価及び個別計画の見直しを毎月実施

＋19 単位／日

平成 30 年度改定では、利用者の障害特性や生活環境等に応じて精神保健福祉士や公認心
理師等が作成する個別計画に基づく訓練の実施や、訓練実施による生活能力の維持・向上の
評価及び個別計画の見直しを毎月実施すること等を評価した「個別計画訓練支援加算」が新
設されました。
45

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第２章
【2021 年４月 改定版】

以下の①から⑤までの基準を満たし、都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓
練（生活訓練）事業所等が個別訓練実施計画を作成している利用者に対して、指定自立訓練
（生活訓練）等を行った場合に、１日 19 単位を加算することができます。
① 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支
援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令別表第１における調査項目中「応用日常生活
動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。
② 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練（生活訓練）等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に
記録していること。
③ 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
④ 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよ
う、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。
⑤ ④に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練（生活訓練）事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定
相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る
日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

８）社会生活支援特別加算（平成 30 年度改定で新設）
生活訓練
(通所・訪問訓練型）

算定要件等

報酬

社会生活支援特別
加算

精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が事
業所を訪問して医療観察法対象者等に対して、地域で生活するために必要な相
談支援や個別の支援等を行った場合

＋480 単位／日

①社会生活支援特別加算の概要と算定方法
平成 30 年度改定では、医療観察法対象者等（医療観察法対象者や刑務所出所者等）の社
会復帰を促すために、訓練系、就労系サービス（自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援）
事業所について、精神保健福祉士又は公認心理師等を配置又は病院等との連携により、精神
保健福祉士又は公認心理師等が事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援していること
を評価した「社会生活支援特別加算」が新設されました。
厚生労働大臣が定める施設基準に適合し都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立
訓練(生活訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者（対象者）に対して、特別な支
援に対応した自立訓練（生活訓練）計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援
や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して３年
以内（医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するま
で）の期間（他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定
した期間を含む。）において、１日 480 単位を加算することができます。
②対象者（厚生労働大臣が定める者）
対象者とは、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから 3 年を経過し
ていない者（通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。）又は矯正施設若し
くは更生保護施設を退所等の後、3 年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生
活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練（機能訓練）事業所等を利用することに
なった者となります。
③厚生労働大臣が定める施設基準
厚生労働大臣が定める施設基準は、以下の(1)から(4)となります。
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⑴指定自立訓練（機能訓練）事業所等に置くべき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員に加え、対象者
(厚生労働大臣が定める者)に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。
⑵ 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者を指定自立訓練（機能訓練）事業所に配置すること又
は指定医療機関その他の関係機関から当該資格を有する者を当該指定自立訓練（機能訓練）事業所に訪問さることによ
り、喀痰吸引等が必要な者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。
⑶ 指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者に対し、医療観察法に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事
施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。
⑷ 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること

従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者
の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連
携等について、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施
設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に
支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとな
ります。
④支援内容
加算の対象となる事業所における支援内容は、以下の通りとなります。
ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、
再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援（教育又は訓練）が組み込まれた、自立訓練
（機能訓練）計画等の作成
イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
ウ 日常生活や人間関係に関する助言
エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
オ 日中活動の場における緊急時の対応
カ その他必要な支援

９）就労移行支援体制加算（平成 30 年度改定で新設）
生活訓練
(通所・訪問訓練型）

算定要件等

イ
ロ
就労移行支援
体制加算

ハ
ニ

就労定着者が前年度において 1 人以上いるも
のとして都道府県知事又は市町村長に届け出
た指定生活訓練事業所等において、生活訓練
等を行った場合に、1 日につき生活介護等のあっ
た日の属する年度の利用定員に応じた所定単
位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を
加算

ホ

報酬
定員 20 人以下

＋54 単位／日

定員 21 人以上 40 人以下

＋24 単位／日

定員 41 人以上 60 人以下

＋13 単位／日

定員 61 人以上 80 人以下

＋9 単位／日

定員 81 人以上

＋7 単位／日

平成 30 年度改定では、生活訓練等の利用を経て一般就労した障害者に対しても就職後 6
月以上、職場への定着支援を行う努力義務を新たに規定するため、就労後、6 月以上就労継
続している者がいる場合の定着実績を評価した「就労移行支援体制加算」が新設されました。
就労定着者が前年度において 1 人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け
出た指定生活訓練事業所等において、生活訓練等を行った場合に、1 日につき生活介護等の
あった日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位
数を加算することになりました。そのため、利用定員が 20 人以下の場合は 1 日 54 単位を、
利用定員が 21 人以上 40 人以下の場合は 1 日 24 単位を、利用定員が 41 人以上 60 人以下の
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場合は 1 日 13 単位を、利用定員が 61 人以上 80 人以下の場合は 1 日 9 単位を、利用定員が
81 人以上の場合は 1 日 7 単位を、算定することができます
「就労定着者」とは、生活介護を経て企業等（就労継続支援Ａ型事業所は除く。）に雇用
されてから、当該企業等での雇用が継続している期間が「6 月に達した者」となります。
なお、「6 月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が 6 月に達した者
となります。例えば、平成 29 年 10 月 1 日に就職した者は、平成 30 年 3 月 31 日に 6 月に
達した者となります。
(１３) 宿泊訓練型である生活訓練サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)の加算項目
１）地域移行支援体制強化加算(平成 21 年度改定で新設)
生活訓練(宿泊訓練型）
地域移行支援体制強化
加算

算定要件等
地域移行支援員を利用者数の１５：1 以上配置（1 人以上常勤）

報酬
＋55 単位／日

利用者の地域移行を推進するため、地域移行支援員を前年度の利用者数の平均値を 15 で
除して得た数以上配置（1 人以上常勤）している場合は、地域移行支援体制強化加算として
1 日 55 単位を加算することができます。地域移行支援員は以下のア~オの支援を行うことが
必要です。
ア 利用者が地域生活への移行後に入居する住まいや利用可能な福祉サービス等に関する情報提供
イ 共同生活介護等の体験的利用を行うための連絡調整
ウ 地域生活への移行後の障害福祉サービス利用等のための指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援
事業所との連絡調整
エ 地域生活への移行の際の公的手続き等への同行等の支援
オ その他の利用者の地域生活への移行のための必要な支援

２）日中支援加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

日中支援加算

心身の状況等で日中活動サービス等を利用できない時に、昼間の時間帯に介
護等の支援を行った場合（３日目以降算定）

＋270 単位／日

平成 27 年度改定では、障害者の重度化・高齢化を踏まえ、心身の状況等によりやむを
得ず予定していた日中活動を休んで日中を宿泊型自立訓練事業所で過ごす利用者に対する
支援の評価である日中支援加算の算定対象となる日中活動が拡大されました。そのため、日
中支援加算の対象となっていた日中活動（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支
援、就労、地域活動支援センター）に加え、新たに介護保険サービスの（介護予防）通所介
護、（介護予防）通所リハビリテーション、精神科医療の精神科デイ・ケア、精神科ショー
ト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアが算定対象に追加されました。
生活介護等利用者が心身の状況等により当該サービスを利用できない期間（就労するこ
とができない期間）が 2 日を超える場合に、昼間の時間帯に必要な支援を行った時は、日中
支援加算として 1 日 270 単位を 3 日目以降について加算することができます。
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３）通勤者生活支援加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

通勤者生活支援加算

一般の事業所で就労する利用者が５０％以上の宿泊型自立訓練事業所
で、日中に職場での対人関係の調整や相談・助言・金銭管理の指導等日常
生活上の支援を行っている場合

＋18 単位／日

一般の事業所で就労する利用者が 50%以上の宿泊型自立訓練事業所で、主として日中に職
場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理の指導等就労を定着させるために必要な
日常生活上の支援を行っている場合に、通勤者生活支援加算として 1 日 18 単位を加算する
ことができます。
平成 24 年度改定では、一般の事業所に雇用されている利用者に対する支援をより拡充す
るため、通勤者生活支援加算の算定要件である宿泊型自立訓練事業所における一般の事業
所で就労する利用者の割合が 70%から 50%に緩和されました。なお、「一般の事業所で就労
する」とは、一般就労のことであり、障害福祉サービス（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、
就労継続支援Ｂ型）の利用者は対象外となります。
４）入院時支援特別加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）
入院時支援
特別加算

算定要件等

(Ⅰ)

入院期間３日以上７日未満

(Ⅱ)

入院期間 7 日以上

病院等を訪問し、連絡調整、被服等の
準備その他の日常生活上の支援を行っ
た場合

報酬
＋561 単位／月
＋1,122 単位／月

宿泊訓練型の利用者が入院した時に、生活訓練計画に基づき、病院又は診療所を訪問
し、病院等との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、入院
時支援特別加算として、入院期間が 3 日以上 7 日未満の場合は月 1 回 561 単位を、入院期
間が 7 日以上の場合は月 1 回 1,122 単位を加算することができます。
５）長期入院時支援特別加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

長期入院時支援
特別加算

1 月の入院が 2 日を超える場合、当該日数を越える期間に加算、入院初日
から起算して３月を上限 (入院時支援特別加算の算定月は算定不可)

＋76 単位／日

宿泊訓練型の利用者が入院した時に、生活訓練計画に基づき、病院又は診療所を訪問し、
病院等との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、長期入院時
支援特別加算として１月の入院期間の日数が 2 日を超える期間について 1 日 76 単位を加算
することができますが、継続して入院している場合は入院初日から起算して 3 月を上限と
して算定します。ただし、入院時支援特別加算の算定月は長期入院時支援特別加算を算定す
ることができません。
６）帰宅時支援加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

(Ⅰ)

入院期間３日以上７日未満

(Ⅱ)

入院期間 7 日以上

帰宅時支援加算

利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整
や交通手段の確保等の支援を行った場合
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利用者が計画に基づき家族等の居宅等において外泊（同一敷地外の共同生活介護・共同
生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む）し、利用者の帰省に伴う家族等との連絡
調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、帰宅時支援加算として、外泊期間が 3 日以
上 7 日未満の場合は月 1 回 187 単位を、外泊期間が 7 日以上の場合は月 1 回 187 単位を算
定することができます。
７）長期帰宅時支援加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

長期帰宅時支援加算

1 月の外泊が２日を超える場合、当該日数を越える期間に加算、外泊初日
から起算して３月を上限 (帰宅時支援加算の算定月は算定不可)

＋25 単位／日

利用者が計画に基づき家族等の居宅等において外泊（同一敷地外の共同生活介護・共同生
活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む）し、利用者の帰省に伴う家族等との連絡調
整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、長期帰宅時支援加算として１月の外泊期間
の日数が 2 日を超える期間について 1 日 25 単位を加算することができますが、継続して外
泊している場合は外泊初日から起算して 3 月を上限として算定します。ただし、帰宅時支援
加算の算定月は長期帰宅時支援加算を算定することができません。
８）地域移行加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

地域移行加算

算定要件等
退所する利用者に対し、退所後の居
住の場の確保、在宅サービスの利用
調整等を行った場合

１月超見込利用者、入所中２回、
退所後１回

報酬

＋500 単位／回

退所後の相談援助・連絡調整等を評価する地域移行加算については、入所中に 1 回、退所
後に 1 回算定することが可能となっていましたが、
地域生活への移行を促進する観点から、
平成 30 年度改定で入所中に算定することができる回数が 2 回に拡充されました。
利用期間が 1 月を超えると見込まれる利用者の退所に先立って、利用者及びその家族等
に対して退所後の生活の相談援助及び障害福祉サービス等についての相談援助・連絡調整
を行った場合に、地域移行加算として入所中に 2 回、退所後に 1 回 500 単位を算定するこ
とができます。
退所後に算定する場合は、利用者の退所後 30 日以内に利用者の居宅を訪問し、利用者及
びその家族等に対して相談援助を行うことが必要で、利用者が退所後に他の社会福祉施設
等に入所する場合は算定することができません。
９）地域生活移行個別支援特別加算（平成 21 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

地域生活移行個別支援
特別加算

心神喪失者等医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等の
地域生活への移行に、関係者による調整会議の開催や特別な個別支援計
画の作成、アセスメント等の支援を一定期間行った場合 （精神保健福祉士
等を 1 名以上配置、年 1 回の研修、指定医療機関等との協力体制）

＋670 単位／日

心神喪失者等医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等の地域生活への移
行に、関係者による調整会議の開催や特別な個別支援計画の作成、アセスメント等の支援を
一定期間行った場合は、地域生活移行個別支援特別加算として 1 日 670 単位を算定するこ
とができます。
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地域生活移行個別支援特別加算の施設基準は、以下の通りです。
１．宿泊訓練型の生活訓練事業所に配置が必要な生活支援員に加え、対象者（心神喪失者等医療観察
法に基づく通院医療の利用者等）に対する適切な支援行うために必要な生活支援員の配置が可能であること
施
設
基
準

２．精神保健福祉士（社会福祉士）を 1 人以上配置し、対象者に対する支援について指導体制を整備
３．従業者に対し、対象者の支援に関する研修を年 1 回以上開催
４．保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等の関係機関との協力体制を整備

１０）精神障害者地域移行特別加算（平成 30 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

精神障害者地域移行
特別加算

精神科病院等に１年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活す
るために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師等が実施

＋300 単位／日

①精神障害者地域移行特別加算の概要と算定方法
平成 30 年度改定では、精神科病院等に 1 年以上入院していた精神障害者に対して、地域
で生活するために必要な相談援助や個別支援等を精神保健福祉士、公認心理師又は社会福
祉士等が実施することを評価した「精神障害者地域移行特別加算」が新設されました。
精神保健福祉士、公認心理師又は社会福祉士等である従業者を１人以上配置し都道府県
知事に届け出た指定自立訓練（生活訓練）事業所において、精神保健福祉士、公認心理師又
は社会福祉士等である従業者が、対象者に対し、自立訓練（生活訓練）計画を作成するとと
もに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、１日 300 単位
を加算することができます。ただし、地域生活移行支援特別加算を算定している場合は算定
することはできません。
精神障害者地域移行特別加算は、長期入院精神障害者の地域移行を進めることを趣旨と
したものであることから、原則として、長期入院精神障害者が精神科病院から退院するに当
たり、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所が精神障害者の受入れを
行うことを想定しており、退院日から１年以内について、加算の算定をすることができます。
なお、１年以上精神科病院に入院し、退院後、一定期間居宅等で生活した精神障害者であっ
ても、退院から１年以内について、加算の算定が可能となります。
②対象者の要件
対象者は、精神科病院に１年以上入院していた精神障害者であって、退院してから１年
以内の者となります。
③施設要件
事業所が定める運営規程において、主たる対象とする障害の種類に精神障害者を含む指
定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、従業者として、社会福祉
士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談、助
言、指導等の援助を行う能力を有する者を１人以上配置するとともに、精神障害者の地域生
活を支援するための体制を確保していることが必要となります。
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④支援内容
加算の対象となる事業所の支援内容については、以下の通りとなります。
ア 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する者に対する相談、助言、指導等の援
助を行う能力を有する従業者による、本人、家族、精神科病院その他関係者からの聞き取り等によるアセスメント及び地域生
活に向けた自立訓練（生活訓練）計画の作成
イ 精神科病院との日常的な連携（通院支援を含む）
ウ 対象利用者との定期及び随時の面談
エ 日中活動の選択、利用、定着のための支援
オ その他必要な支援

１１）強度行動障害者地域移行特別加算（平成 30 年度改定で新設）
生活訓練(宿泊訓練型）

算定要件等

報酬

強度行動障害者地域移行
特別加算

障害児者支援施設に１年以上入所していた強度行動障害者に対して、地
域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援
者養成研修修了者等が実施

＋300 単位／日

①強度行動障害者地域移行特別加算の概要と算定方法
平成 30 年度改定では、障害児者支援施設に１年以上入所していた強度行動障害者に対し
て、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修
了者等が実施することを評価した「強度行動障害者地域移行特別加算」が新設されました。
厚生労働大臣が定める施設基準に適合し都道府県知事に届け出た指定自立訓練（生活訓
練）事業所において、対象者に対し、自立訓練（生活訓練）計画に基づき、地域で生活する
ために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合は、1 日 300 単位を加算することができ
ます。
強度行動障害者地域移行特別加算は、強度行動障害を有する者の地域移行を進めること
を趣旨としたものであることから、原則として、1 年以上指定障害者支援施設等又は指定障
害児入所施設等に入所した強度行動障害を有する者が当該施設から退所するに当たり、指
定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所が強度行動障害を有する者の受入
れを行うことを想定しており、退所日から 1 年以内について、加算を算定することができま
す。
なお、1 年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所し、退所後、一定
期間居宅等で生活した強度行動障害を有する者であっても、退所から 1 年以内について、加
算を算定することができます。
②対象者の要件
対象者は、障害支援区分認定調査の結果に基づき、認定調査の項目中、行動関連項目につ
いて、算出した点数の合計が 10 点以上の者であって、指定障害者支援施設等又は指定障害
児入所施設等に 1 年以上入所していたもののうち、退所してから 1 年以内の障害者となり
ます。
③厚生労働大臣が定める施設基準
厚生労働大臣が定める施設基準は、以下の(ア)及び(イ)となります。
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(ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行
動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を１人以上配置していること。
(イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修
(基礎研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者の割合が 100 分の 20 以上であること。

１２）夜間支援等体制加算（平成 24 年改定で新設）
生活訓練
（宿泊訓練型）

算定要件等

Ⅰ

報酬

夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、夜間及び深
夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供で
きる体制を確保している場合

夜
間
支
援
対
象
利
用
者

夜間支援等
体制加算

Ⅱ

Ⅲ

(１)

３人以下

＋４４８単位/日

(２)

４人～６人

＋２６９単位/日

(３)

７人～９人

＋１６８単位/日

(４) １０人～１２人

＋１２２単位/日

(５) １３人～１５人

＋ ９６単位/日

(６) １６人～１８人

＋ ７９単位/日

(７) １９人～２１人

＋ ６７単位/日

(８) ２２人～２４人

＋ ５８単位/日

(９) ２５人～２７人

＋ ５２単位/日

(１０）２８人～３０人

＋ ４６単位/日

(１)

３人以下

＋１４９単位/日

(２)

４人～６人

＋ ９０単位/日

(３)

７人～９人

＋ ５６単位/日

(４) １０人～１２人

＋ ４１単位/日

(５) １３人～１５人

＋ ３２単位/日

(６) １６人～１８人

＋ ２６単位/日

(７) １９人～２１人

＋ ２２単位/日

(８) ２２人～２４人

＋ １９単位/日

(９) ２５人～２７人

＋ １７単位/日

(１０）２８人～３０人

＋ １５単位/日

夜間及び深夜の時間帯に、利用者の緊急事態等に対応するための連絡・防災体制が
適切に確保されている場合

＋ １０単位／日

宿直を行う夜間支援従事者を配置し、夜間及び深
夜の時間帯を通じて定期的な居室の巡回や緊急
時の支援等を提供できる体制を確保している場合

平成 24 年度改定では、夜間及び深夜の時間帯において、防災体制や利用者の緊急事態等
に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されている場合を評価するため、夜間防
災・緊急時支援体制加算が新設されました。
平成 27 年度改定では、利用者の状況に応じて夜間に職員の配置が必要な場合も考えられ
ることから、名称を「夜間防災・緊急時支援体制加算」から「夜間支援等体制加算」に変更
し、共同生活援助の夜間支援等体制加算の例を参考に、夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)が
新設され、改定前の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は新たに夜間支援等体制加
算(Ⅲ)に統合されました。
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夜間支援等体制加算(Ⅰ)は夜勤を配置した場合に、夜間支援等体制加算(Ⅱ)は宿直を配
置した場合に、夜間支援対象利用者数に応じて 10 区分に定められた単位数を算定すること
ができます。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)は夜間及び深夜を通じて常時の連絡体制又は防災体制を確保し
ている場合に 1 日 10 単位を算定することができます。
なお、同一日に夜間支援等体制加算(Ⅰ)～(Ⅲ)を併算定することはできません。

(１４) 訪問訓練型である生活訓練サービス費(Ⅱ)の加算項目
１）特別地域加算（平成 30 年度改定で新設）
生活訓練(訪問訓練型）

算定要件等

報酬

特別地域加算

中山間地域等に居住する利用者の居宅訪問の場合

＋所定単位数×15％

中山間地域等に居住する利用者への支援については、移動コストが勘案され、平成 30 年
度改定で特別地域加算が新設されました。
別に厚生労働大臣が定める地域(中山間地域等)に居住している利用者に対して、居宅を
訪問して生活訓練【訪問訓練型】を行った場合は、１回につき生活訓練サービス費(Ⅱ)の所
定単位数の 15%を所定単位数に加算することができます。

「厚生労働大臣が定める地域」 （中山間地域等）
１．離島振興法第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
２．奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島の地域
３．豪雪地帯対策特別措置法第 2 条第 2 項の規定により指定された特別豪雪地帯
４．辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する地域
５．山村振興法第 7 条第１項の規定により振興山村として指定された山村の地域
６．小笠原諸島振興開発特別措置法第２条第１項に規定する小笠原諸島の地域
７．半島振興法第 2 条第 1 項の規定により指定された半島振興対策実施地域
８．特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第 2 条第 1 項に規定する特定
農山村地域
９．過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項に規定する過疎地域
10．沖縄振興特別措置法第３条第３号に規定する離島
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２．就労移行支援事業
利用者

一般就労等を希望し、知識 能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる身体・知的・精神障害者（65歳未満）
①企業等への就労を希望する場合
②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する場合

サービス
内 容

①一般就労等への移行に向けて、事業所内における作業や企業における作業や実習、適性にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援等を実施
②通所によるサービスが原則、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等による
スを組合せ
③標準利用期間は2年間（はり師等の資格を取得させることを目的とした便宜を供与する場合は3年又は5年）

職員配置
基 準

設 備

○サービス管理責任者：1人以上常勤、利用者数60人超え40人増すごとに1人増
●就労移行支援サービス費（Ⅰ）
職業指導員及び生活支援員：利用者数の6：1以上、就労支援員：利用者数の15：1以上
・ 職業指導員及び生活支援員各1人以上で、いずれか1人以上常勤、就労移行支援員1人以上常勤
・ 利用者数は前年度の平均値（新規指定の場合は推定数）
●就労移行支援サービス費（Ⅱ） 職業指導員及び生活支援員：利用者数の10：1以上（はり師等養成学校・施設の場合）
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備
就労移行支援サービス費(Ⅰ)

21人以上40人以下

61人以上80人以下

81人以上

1,126単位

1,035単位

1,003単位

948単位

915単位

定着率4割以上5割未満の場合

959単位

863単位

838単位

797単位

760単位

定着率3割以上4割未満の場合

820単位

725単位

693単位

646単位

607単位

定着率2割以上3割未満の場合

690単位

631単位

596単位

544単位

498単位

定着率1割以上2割未満の場合

557単位

506単位

497単位

476単位

460単位

定着率0割超1割未満の場合

507単位

448単位

428単位

400単位

374単位

定着率０の場合

468単位

414単位

395単位

369単位

346単位

定着率5割以上の場合

基本報酬

就
職
後
6
月
以
上

利用定員
20人以下

41人以上60人以下

※ 令和３年９月 30 日までの間は、基本報酬について、所定単位数の 1,001／1,000 に相当する単位数を算定

(１）利用者
就労移行支援事業の利用者は、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し
等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる 65 歳未満の精神障害者等です。
(２)サ－ビス内容
一般就労等への移行を目的に、事業所内や企業での作業や実習を行います。その他、適性
に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援も行います。通所によるサービスが原
則となりますが、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問によるサービスを組み合わせて
実施することができます。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成施設として認
定されている事業所が行った場合は、就労移行支援サービス費（Ⅱ）を算定します。標準利
用期間は 2 年間となっていますが、はり師等の資格を取得させることを目的とした便宜を
供与する場合は 3 年又は 5 年となっています。
(３）職員配置基準と設備基準
１）サービス管理責任者
1 人以上は常勤で、利用者数（前年度の平均値、新規の場合は推定数）が 60 人を超えて
40 人又はその端数を増すごとに 1 人加えた人数以上を配置することが必要です。
２）就労移行支援サービス費(Ⅰ)における職業指導員及び生活支援員
職業指導員及び生活支援員の総数は常勤換算方法により利用者数を 6 で除した数以上と
なりますが、職業指導員及び生活支援員を各１人以上配置することが必要です。なお、職業
指導員及び生活支援員のうち、いずれか 1 人以上は常勤であることが必要です。
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３）就労移行支援サービス費(Ⅰ)における就労支援員
指定就労移行支援事業所ごとに、就労支援員を常勤換算方法により利用者数を 15 で除し
た数以上を配置することが必要となります。
令和 3 年度改定では、就労支援の中心的な役割を担う「就労支援員」について、同一法人
内の就労継続支援事業所や就労定着支援事業所等との就労支援ノウハウの共有や人材利活
用の観点から、常勤要件を緩和(「1 人以上は常勤」の要件を削除)し、常勤換算のみでの配
置が可能となりました。
４）設備基準
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備が必要となります。
(４) 地域と連携した災害対策の推進（令和3年改定で新設）
令和3年度改定では、災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏ま
え、生活訓練事業と同様に、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難
等訓練の実施等）が求められる障害福祉サービス等事業者（施設系、通所系、居住系）にお
いて、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない
こととされました。
(５）就労移行支援サービス費
就労移行支援サービス費(Ⅰ)は、利用者を通所させて就労移行支援を行った場合、又は施
設入所支援を併せて利用者に対して就労移行支援を行った場合に、算定します。ただし、地
方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合は、所定単
位数の 96.5％を算定します。
また、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師又はきゅう師免許取得による就労移行支援を
行った場合は、就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定することになります。
平成 30 年度改定では、
利用者の意向及び適性に応じた一般就労への移行を推進するため、
一般就労への移行実績だけでなく、就職後 6 月以上定着したことを実績として評価されま
した。そのため、利用定員数(20 人以下、21 人以上 40 人以下、41 人以上 60 人以下、61 人
以上 80 人以下、81 人以上)及び就職後 6 月以上定着した者の割合(定着率 5 割以上、定着率
4 割以上 5 割未満、定着率 3 割以上 4 割未満、定着率 2 割以上 3 割未満、定着率 1 割以上 2
割未満、定着率 0 割以上 1 割未満、定着率 0 割)に応じた基本報酬（55 ページ参照）が設定
されました。令和 3 年度改定では、一般就労の高い移行実績を実現する事業所について、基
本報酬において更に評価されることとなり、就職後 6 月以上定着率が 2 割以上の場合は評
価が引き上げられ、
就職後 6 月以上定着率が 2 割未満の場合は評価が引き下げられました。
「前年度において就職後 6 か月以上定着した者の割合（就労定着率）」としている基本報
酬の区分の決定に係る実績については、標準利用期間が 2 年間であることを踏まえ、令和 3
年度改定で直近 2 カ年度の実績により算定することになりました。ただし、令和 3 年度の
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報酬算定に係る実績の算出については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和元
年度又は令和 2 年度の実績を用いないことも可能となり、①「令和元年度及び令和２年度」
又は②「平成 30 年度及び令和元年度」のいずれか 2 カ年度間の実績で評価されます。また、
令和 4 年度以降の取扱いは、今後の状況を踏まえ、改めて対応が検討されます。
なお、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和 3 年 4 月
～9 月までの間は、基本報酬に 0.1％を上乗せした単位数を算定することになりました。
(６)就労移行支援サービス費の減算項目
①又は②又は③

就労移行支援
サービス費

①定員超過利用減算

所定単位数×70％

②サービス提供職員欠如減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

③サービス管理責任者欠如減算

所定単位数×70％※３(50％)※４

個別支援計画(就労移行支援計画)未作成減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

身体拘束廃止未実施減算

利用者全員について 1 日 5 単位減算

標準利用期間超過減算

所定単位数×95％

※1 減算が適用される月から２月目まで
※3 減算が適用される月から４月目まで

※2 減算が適用される３月目以降
※4 減算が適用される5月目以降合

生活訓練サービス費と同様に定員超過利用減算やサービス提供職員欠如減算、サービス
管理責任者欠如減算、個別支援計画(就労移行支援計画)未作成減算、標準利用期間超過減算
及び身体拘束廃止未実施減算（令和 3 年度改定で運営基準の規定を追加）が設定されていま
すので、詳細な内容については生活訓練サービス費の減算項目（34～35 ページ参照）を参
照ください。
平成 27 年度改定では、就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可
能と見込まれる障害者に対し、一般就労への移行に向けた支援を行うという就労移行支援
の趣旨を踏まえ、平成 24 年度改定で新設された「一般就労への移行後の就労定着実績がな
い事業所に対する減算」(過去 3 年間又は過去 4 年間の就労定着者数が 0 の場合)が強化さ
れ、一般就労への移行実績がない事業所に対する減算(過去 2 年間の就労移行者数が 0 の場
合)が新設されました。
ところが、平成 30 年度改定では、就労定着実績に応じた基本報酬を設定することから、
一般就労への移行実績が過去 2 年間ない場合並びに就労定着者数が過去 3 年間及び過去 4
年間ない場合の減算は廃止されました。
(７) 就労移行支援サービス費(Ⅰ)特有の加算項目
１）就労支援関係研修修了加算(平成 21 年度改定で新設)
就労移行支援

算定要件等

報酬

就労支援関係
研修修了加算

就労支援員として１年以上の実務経験を有し、厚生労働大臣が定める研修
の修了者を配置する場合

＋６単位／日

一般就労への移行支援の質の向上を図るため、そのノウハウを習得する研修（地域障害者
職業センターが実施する就労支援員向け研修、第 1 号職場適応援助者研修）を修了した 1 年
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以上の実務経験を有する就労支援員を配置する場合は、1 日 6 単位を算定することができま
す。
平成 30 年度改定では、半数程度の就労移行支援事業所で算定されている実績があること
及び有資格者の配置に係る福祉専門職員配置等加算とのバランスを踏まえて、評価が 5 点
引き下げられました。ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が
零である場合は算定できないことから、新たに指定を受けた日から 1 年間は算定すること
はできません。なお、新たに指定を受けてから 2 年目においては、前年度において就労定着
者がいた場合は当該加算を算定することができます。
２）訪問支援特別加算
就労移行支援

算定要件等
⑴

訪問支援特別加算
⑵

連続５日間利用がなかった場合に、就労移行支
援従事者が就労移行支援計画等に基づき居宅
を訪問し、利用に係る相談援助等を行った場合
（月２回限度）

報酬
所要時間 1 時間未満

＋187 単位／回

所要時間 1 時間以上

＋280 単位／回

就労移行支援等の利用が連続５日間なかった場合に、就労移行支援従事者が就労移行支
援計画等に基づき居宅を訪問し、利用に係る相談援助等を行った場合は、所要時間が 1 時間
未満の場合は 187 単位を、所要時間が 1 時間以上の場合は 280 単位を、月 2 回算定するこ
とができます。
３）移行準備支援体制加算（平成 24 年度改定で新設、令和 3 年度改定でⅡを削除）
就労移行支援

算定要件等

報酬

前年度に施設外支援を実施した利用者数が定員の 50％以上で、以下の①
又は②のいずれかを実施した場合に施設外支援利用者の人数に応じて算定
移行準備支援体制加算

①同一企業・官公庁等の職場実習等の１回の施設外支援が１月を超えな
い期間で、職員が同行して支援を行った場合
②ハローワーク、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
での求職活動に職員が同行して支援を行った場合

＋41 単位／日

職場実習等は一般就労へ向け効果が高いことを踏まえ、就労移行支援の職場実習等を評
価するため、平成 24 年度改定で移行準備支援体制加算が新設されました。
移行準備支援体制加算は、前年度に施設外支援を実施した利用者数が定員の 50％以上の
事業所において、職場実習等又は求職活動等を行った場合に、施設外就労利用者の人数に応
じて 1 日 41 単位を算定することができます。職場実習等及び求職活動等とは、以下の通り
で、移行準備支援体制加算を算定する場合は、算定対象となる利用者が利用定員の 50％以
下であることが必要です。
「職場実習等」とは

同一企業・官公庁等の職場実習等の１回の施設外支援が１月を超えない期間で、職員が同
行して支援を行った場合

「求職活動等」とは

ハローワーク、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センターでの求職活動に
職員が同行して支援を行った場合

平成 21 年度改定で新設された施設外就労加算は、平成 24 年度改定で名称が移行準備支
援体制加算(Ⅱ)に変更され、企業・官公庁等で作業を行った場合に、１月の利用日数から事
業所内の必要な支援等を行うための 2 日を除く日数を限度として、施設外就労利用者の人
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数に応じて 1 日 100 単位を算定することができました。ところが、令和 3 年度改定では、移
行準備支援体制加算(Ⅱ)が廃止・再編され、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する
事業所、地域連携の取組への評価に組み替えられました。
４）通勤訓練加算（平成30年度改定で新設）
就労移行支援

算定要件等

報酬

通勤訓練加算

外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合

＋800 単位／日

就労移行支援は通勤も含めた訓練を行いますが、外部から専門職を招いて、通勤訓練のノ
ウハウのない視覚障害者に対し、白杖による歩行訓練を実施することを評価する「通勤訓練
加算」が平成30年度改定で新設されました。
通勤訓練加算は、指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以
外の事業所に従事する「専門職員」が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用
する通勤のための訓練を行った場合に、１日800単位を加算することができます。
「専門職員」とは、以下のアからオに掲げる研修等を受講した者となります。
ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科（平成 10 年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員
養成課程を含む。）
イ 「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」（平成 13 年３月 30 日付け障発第 141 号厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知）に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施している視覚障害生活訓練指導員研修
ウ 廃止前の「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」（平成６年７月 27 日付け社援更第 192 号厚生省社会・援護局
長通知）に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた視覚障害生活訓練指導員研修
エ 廃止前の「盲人歩行訓練指導員研修事業について」（昭和 47 年７月６日付け社更第 107 号厚生省社会・援護局長）に
基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた盲人歩行訓練指導員研修
オ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を行う者を養成する研修

５）在宅時生活支援サービス加算（平成 30 年度改定で新設）
就労移行支援

算定要件等

報酬

在宅時生活支援
サービス加算

在宅利用者が就労移行支援又は就労継続支援を受けている同一時間帯に生
活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サービス提供
事業所の負担において提供した場合

＋300 単位／日

就労移行支援又は就労継続支援において、在宅利用者（通所利用が困難で、在宅による支
援がやむを得ないと市町村が判断した利用者）に対して、一定の要件を満たした上で、支援
を提供した場合に基本報酬の算定が可能となっています。ところが、同一時間帯において生
活支援に関する訪問系サービスを利用できないため、在宅利用が促進されない可能性があ
ることから、在宅利用を促進するための「在宅時生活支援サービス加算」が平成 30 年度改
定で新設されました。
在宅時生活支援サービス加算は、指定就労移行支援事業所等が、やむを得ない事由により、
通所によって支援を受けることが困難であると市町村が認める在宅利用者に対して、当該
就労移行支援事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に居宅介護事業所や重度
訪問介護事業所に従事する者を派遣し、在宅利用者の生活に関する支援を提供した場合に、
１日 300 単位を加算することができます。
６）就労定着支援体制加算(平成 30 年度改定で廃止)
就労定着支援体制加算は、一般就労移行後に就労定着者（就労継続期間が 6 月以上、12 月
以上、24 月以上雇用されている者又は雇用されていた者）の前年度における就労定着率（利
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用定員の一定割合）に応じて 5 区分に定められた単位数を算定することができました。
ところが、就労定着支援体制加算は、平成 30 年度改定で「就労定着支援サービス費」が
新たに創設されたことに伴い廃止されました。
７）支援計画会議実施加算（令和 3 年度改定で新設）
就労移行支援

算定要件等

報酬

支援計画会議実施加算

各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しに当たって、外部の関係者を
交えた会議を開催し、関係者の専門的な見地からの意見を求め、就労移行支
援計画の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、年
４回を限度として１月に１回算定

＋583 単位／回

令和3年度改定では、障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握・評価を行うアセスメ
ントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めていくための取
組として、本人や他の支援機関等を交えたケース会議等を実施した事業所を評価する支援
計画会議実施加算が新設されました。
支援計画会議実施加算は、各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しに当たって、外
部の関係者を交えた会議を開催し、関係者の専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援
計画の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、年4回を限度とし
て1月に1回583単位を算定することができます。
(８)他のサービス費と共通の加算項目
１）「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」と同じ項目
就労移行支援

算定要件等

視覚・聴覚言語障害者
支援体制加算

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利用者が利用者数の
30％以上で、常勤の視覚障害者等の生活支援に従事する従事者を利用者に
対して 50：１以上配置

＋41 単位／日

利用開始日から 30 日を限度として算定

＋30 単位／日

Ⅰ

精神保健福祉士等 35％以上雇用している事業所

＋15 単位／日

Ⅱ

精神保健福祉士等 25％以上雇用している事業所

＋10 単位／日

Ⅲ

①又は②のいずれかに該当する事業所
①常勤職員割合 75％以上、②勤続年数３年以上の常勤職員 30％以上

初期加算

福祉専門職員
配置等加算

Ⅰ

医療機関等から看護職員の訪問を受けて医療的
ケアを必要としない利用者に対して看護を行なった
場合 （8 人を限度）

Ⅱ
Ⅲ
医療連携体制
加算

1
Ⅲ

２

医療等から看護職員の訪問を受けて医療的ケア
を必要とする利用者に対して看護を行なった場合

３

食事提供体制

報酬

＋6 単位／日

１時間未満

＋32 単位／日

1 時間以上 2 時間未満

＋63 単位／日

2 時間以上
利
用
者

＋125 単位／日
1人

＋800 単位／日

2人

＋500 単位／日

3 人以上 8 人以下

＋400 単位／日

Ⅴ

看護職員が介護職員等にたんの吸引等の指導のみを行った場合

＋500 単位／日

Ⅵ

研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施した場合

＋100 単位／日

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
（廃止の経過措置を延長）
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就労移行支援

福祉・介護職員
処遇改善加算

算定要件等

報酬

Ⅰ

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場
環境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.067）

Ⅱ

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環
境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.049）

Ⅲ

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのいずれか
に適合し、職場環境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.027）

Ⅳ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等要件
のいずれかを満たしている場合

＋上記Ⅲ×0.9／月

Ⅴ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等要件
のいずれも満たさない場合

＋上記Ⅲ×0.8／月

福祉・介護職員

福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施
している場合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）

処遇改善特別加算
Ⅰ
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
Ⅱ

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ
からⅢまでのいずれかを取得してい
る事業所で、福祉・介護職員処遇
改善加算の職場環境等要件に関
し、複数の取組を行っているととも
に、その取組について、ホームページ
への掲載等を通じた見える化を行
っている場合

福祉専門職員配置
等加算算定事業所

福祉専門職員配置
等加算未算定事業
所

＋所定単位×0.064／月

＋所定単位×0.047／月

＋所定単位×0.026／月

削 除
※

＋所定単位×0.009／月
(指定障害者支援施設は 0.009）

＋所定単位×0.017／月
（指定障害者支援施設は 0.018）

＋所定単位×0.015／月
（指定障害者支援施設は 0.018）

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ
令和4年3月サービス提供分まで算定可

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、初期加算、福祉専門職員配置等加算、医療連携体制
加算、食事提供体制加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算
及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を就労移行支援サービス費においても算定するこ
とができます。詳細な内容については「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」(35
～43 ページ)を参照ください。
ただし、食事提供加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算
及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、生活訓練サービス費とは算定する単位数が異な
っています。食事提供体制加算は 1 区分で 1 日 30 単位を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
は 1 月の所定単位の 6.4％(指定障害者施設は 6.7％)を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
は 1 月の所定単位の 4.7％(指定障害者施設は 4.9％)を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
は 1 月の所定単位の 2.6％(指定障害者施設は 2.7％)を、介護職員処遇改善特別加算は 1 月
の所定単位の 0.9％(指定障害者施設は 0.9％)を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
は 1 月の所定単位の 1.7％(指定障害者施設は 1.8％)を、福祉・介護職員等特定処遇改善加
算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 1.5％(指定障害者施設は 1.8％)を算定します。
なお、令和 3 年度改定では、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）並びに福祉・
介護職員等処遇改善特別加算が上位区分の算定が進んでいることを踏まえ廃止されました
が、令和 2 年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定する
ことができます。
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また、令和 3 年度改定では、就労継続支援と同様に、就労移行支援についても、一般就労
への移行の更なる促進を見込み、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資格者
として新たに追加されました。
２）「生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の加算項目」と同じ項目
就労移行支援

算定要件等
Ⅰ

①1 回の送迎に平均 10 人以上利用し、かつ、
②週 3 回以上の送迎実施の要件を満たす場合

Ⅱ

①又は②のどちらかを満たす場合

送迎加算

Ⅰ

精神障害者
退院支援施設加算

Ⅱ

利用者負担上限額
管理加算

社会生活支援
特別加算

同一敷地内の場合
＋所定単位数×70％

＋21 単位／片道
＋10 単位／片道
＋94 単位/日

利用予定日に急病等で利用中止時に、連絡調整と状況を記録し、相談援助
等行った場合

欠席時対応加算

障害福祉サービスの
体験利用支援加算

報酬

精神病床に概ね 1 年以上入院し
ていた精神障害者に対して居住
の場を提供した場合

夜間の
勤務体制

生活支援員を 1 人以上
配置
宿直勤務を行う職員 1 人
以上配置

利用者負担額合計額の管理を行った場合
Ⅰ
Ⅱ

（月 4 回）
＋18０単位／日
＋115 単位／日
＋150 単位／月

初日から 5 日目まで

＋500 単位／日

6 日目から 15 日目まで

＋250 単位／日

精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が
事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援

＋480 単位／日

利用者が障害福祉サ
ービスの体験利用を行
った場合

地域生活支援拠点
等の場合 ＋50 単位

送迎加算、欠席時対応加算、精神障害者退院支援施設加算、利用者負担上限額管理加算、
障害福祉サービスの体験利用支援加算及び社会生活支援特別加算を就労移行支援サービス
費についても算定することができます。詳細な内容については「生活訓練サービス費(Ⅰ)・
(Ⅱ)の加算項目」(43～48 ページ)を参照ください。
３．就労継続支援Ａ型事業（雇用型）

利用者

サービス内容

職員配置基準

設備

就労の機会の提供を通じ、生産活動にかかわる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が
可能な身体・知的・精神障害者（利用開始時、65 歳未満）
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった場合
② 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
③ 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
①
②
③
④
⑤

通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供
一般就労に必要な知識、能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けた支援。
一定の範囲内で、障害者以外の雇用が可能。
多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員 10 人からの事業実施が可能
利用期間の制限なし。

○サービス管理責任者：1 人以上常勤、利用者数 60 人超え 40 人増すごとに 1 人増
●就労継続支援Ａ型
費(Ⅰ) 職業指導員及び生活支援員：利用者数の 7.5：１以上
●就労継続支援Ａ型
費(Ⅱ) 職業指導員及び生活支援員：利用者数の 10：１以上
・ 職業指導員及び生活支援員各 1 人以上で、いずれか 1 人以上常勤
・ 利用者数は前年度の平均値（新規指定の場合は推定数）
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備
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(１）利用者
利用者は、雇用契約に基づく就労は可能であるが就労移行支援事業を利用しても一般就
労に結びつかなかった、もしくは、一般就労からの離職者等で、就労の機会の提供を通じ生
産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な利用
開始時に 65 歳未満の精神障害者等となります。
(２）サービス内容
提供されるサービスは、事業所内での雇用契約に基づく就労です。この他、一般就労に必
要な知識・能力が高まった人に対して、一般就労への移行に向けた支援も行います。サービ
スは通所により提供され、職員は、専任かつ常勤のサービス管理者の他、職業指導員、生活
支援員が配置されます。また、生産の向上と就労機会の拡大を目的に、定員とは別に障害者
以外の雇用が一定の範囲以内で可能となっており、利用期間の制限はありません。
障害者以外の雇
用が可能な人数

利用定員 10 人以上 20 人以下

利用定員の 50％以内

利用定員 21 人以上 30 人以下

10 人又は利用定員の 40％のいずれか多い数以内

利用定員 31 人以上

12 人又は利用定員の 30％のいずれか多い数以内

なお、利用定員は、10 人以上でなければ就労継続支援Ａ型のサービスを提供することは
できません。
(３）職員配置基準と設備基準
１）サービス管理責任者
1 人以上は常勤で、利用者数（前年度の平均値、新規の場合は推定数）が 60 人を超えて
40 人又はその端数を増すごとに 1 人加えた人数以上を配置することが必要です。
２）職業指導員及び生活支援員
職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法により利用者数を 10 で除した数以上
となりますが、職業指導員及び生活支援員を各１人以上配置することが必要です。なお、職
業指導員及び生活支援員のうち、いずれか 1 人以上は常勤であることが必要です。
３）設備基準
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備が必要です。
(４)就労継続支援Ａ型サービス費（Ⅰ）及び(Ⅱ)
平成 21 年度改定では、雇用型の就労継続支援Ａ型サービス費の基本報酬は、就労継続支
援Ｂ型サービス費で評価されている手厚い就労支援体制（7.5：1）を評価した就労継続支援
Ａ型サービス費(Ⅰ)が新設され、従前の就労支援体制（10：1）は就労継続支援Ａ型サービ
ス費(Ⅱ)となりました。
そのため、就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅰ)は職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換
算方法で利用者数を 7.5 で除した数以上に配置している場合に、就労継続支援Ａ型サービ
ス費(Ⅱ)は職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で利用者数を 10 で除した数以
上に配置している場合に、算定します。
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就労継続支援Ａ型は雇用契約を締結し、最低賃金を支払う障害福祉サービスであること
から、労働時間の増加は利用者の賃金増加に繋がることや、労働時間が長いほど、利用者に
対する事業所としての支援コストが掛かります。そのため、就労継続支援Ａ型サービス費は、
平成 30 年度改定で利用者の１日の平均労働時間に応じた基本報酬となりましたが、令和 3
年度改定では、基本報酬の算定に係る実績について、改定前の「１日の平均労働時間」に加
え､「生産活動」､「多様な働き方」､「支援力向上」及び「地域連携活動」の 5 つの観点か
ら成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式（スコア方式）【65～67 ページの「別
紙 4」参照】に見直され、評価点に基づいて以下の報酬を算定することになりました。
ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練（生活訓練）事業所又は指定障害者支援施
設の場合は、所定単位数の 96.5％を算定します。なお、新型コロナウイルス感染症に対応
するための特例的な評価として、令和 3 年 4 月～9 月までの間は、基本報酬に 0.1％を上乗
せした単位数を算定することになります。
また、令和 3 年度における基本報酬においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
え、「1 日の平均労働時間」や「生産活動収支の状況」について前年度（令和 2 年度）実績
を用いなくてもよいなどの柔軟な取扱いとなっています。
利用定員
就労継続支援Ａ型サービス費

(Ⅰ)

【7.5：１】

評
価
点

(Ⅱ)

【10：1】

20 人以下

21 人以上
40 人以下

41 人以上
60 人以下

61 人以上
80 人以下

81 人以上

170 点以上

724 単位

643 単位

605 単位

593 単位

574 単位

150 点以上 170 点未満

692 単位

615 単位

578 単位

568 単位

547 単位

130 点以上 150 点未満

676 単位

601 単位

565 単位

555 単位

534 単位

105 点以上 130 点未満

655 単位

583 単位

547 単位

536 単位

518 単位

80 点以上 105 点未満

527 単位

468 単位

439 単位

432 単位

416 単位

60 点以上 80 点未満

413 単位

367 単位

344 単位

338 単位

327 単位

60 点未満

319 単位

282 単位

265 単位

260 単位

252 単位

170 点以上

660 単位

588 単位

546 単位

535 単位

516 単位

150 点以上 170 点未満

630 単位

563 単位

522 単位

511 単位

493 単位

130 点以上 150 点未満

616 単位

549 単位

510 単位

499 単位

482 単位

105 点以上 130 点未満

597 単位

532 単位

494 単位

484 単位

467 単位

80 点以上 105 点未満

480 単位

426 単位

397 単位

388 単位

375 単位

60 点以上 80 点未満

376 単位

335 単位

312 単位

305 単位

295 単位

60 点未満

290 単位

258 単位

240 単位

235 単位

226 単位

※ 令和３年９月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001／1,000に相当する単位数を算定
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出典：厚生労働省：「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」（令和3年2月4日）
（https://www.mhlw.go.jp/content/000759622.pdf ）
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令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を
用いないことも可能となり、平成30年度実績を用いることもできます。
スコア方式の項目のうち、「１日の平均労働時間」については、①～③（①平成 30 年度、
②令和元年度、③令和 2 年度）のいずれかの年度の実績で評価されます。「生産活動収支の
状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可能であり、
その場合、前々年度は「平成 30 年度」を用いることになります。なお、それ以外の項目は、
令和 2 年度実績で評価されます。また、令和 4 年度以降の取扱いは、今後の状況を踏まえ、
改めて対応が検討されます。
(５) 就労継続支援Ａ型サービス費の減算項目
①又は②又は③

就労継続支援
Ａ型サービス費

①定員超過利用減算

所定単位数×70％

②サービス提供職員欠如減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

③サービス管理責任者欠如減算

所定単位数×70％※３(50％)※４

個別支援計画(就労移行支援計画)未作成減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

身体拘束廃止未実施減算

利用者全員について 1 日 5 単位減算

自己評価未公表減算

所定単位数×85％
※1 減算が適用される月から２月目まで
※3 減算が適用される月から４月目まで

※2 減算が適用される３月目以降
※4 減算が適用される 5 月目以降合

生活訓練サービス費と同様に、定員超過利用減算やサービス提供職員欠如減算、サービス
管理責任者欠如減算、個別支援計画（就労継続支援Ａ型計画）未作成減算及び身体拘束廃止
未実施減算が設定されていますので、詳細な内容については生活訓練サービス費の減算項
目(34～35 ページ)を参照ください。
なお、短時間利用者の状況を踏まえ評価を適正化するため、短時間利用者（週 20 時間未
満の利用者）の割合に応じて減算する仕組みが平成 24 年度改定で導入されましたが、平成
30 年度改定では平均労働時間に応じた基本報酬となったため、短時間利用減算（1 日の平均
利用時間が一定時間以下の場合）は、廃止されました。
令和 3 年度改定では、運営基準の見直しとして、事業所のホームページ等を通じて、スコ
ア方式による評価内容を全て公表することを事業所に義務付け、未公表の場合には新たに
自己評価未公表減算として所定単位数の 15％が減算されます。
(６) 就労継続支援Ａ型サービス費特有の加算項目
１）重度者支援体制加算（平成 21 年度改定で新設）
就労継続支援 A 型

算定要件等

Ⅰ

障害基礎年金１級受給者が
利用者の 50％以上の場合

Ⅱ

障害基礎年金１級受給者が
利用者の 25％以上の場合

重度者
支援体制加算

68

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

報酬
定員 20 人以下
定員 21 人以上 40 人以下
定員 41 人以上 60 人以下
定員 61 人以上 80 人以下
定員 81 人以上
定員 20 人以下
定員 21 人以上 40 人以下
定員 41 人以上 60 人以下
定員 61 人以上 80 人以下
定員 81 人以上

＋56 単位／日
＋50 単位／日
＋47 単位／日
＋46 単位／日
＋45 単位／日
＋28 単位／日
＋25 単位／日
＋24 単位／日
＋23 単位／日
＋22 単位／日

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第２章
【2021 年４月 改定版】

平成 21 年度改定で、障害年金 1 級受給者の利用に着目した評価として重度者支援体制加
算(Ⅰ)が新設されましたが、より重度の者を対象とするインセティブが働くように算定要
件（障害基礎年金受給者が利用者の 50％以上の場合）を緩和した区分(重度者支援体制加算
Ⅱ及びⅢ)が平成 24 年度改定で新設されました。
重度者支援体制加算(Ⅰ)は、障害基礎年金受給者が利用者の 50％以上の場合(障害基礎年
金の受給資格のない 20 歳未満の者は利用者の数から除外)に、利用定員 20 人以下は 1 日 56
単位を、利用定員 21 人以上定員 40 人以下は 1 日 50 単位を、利用定員 41 人以上 60 人以下
は 1 日 47 単位を、利用定員 61 人以上 80 人以下は 1 日 46 単位を、利用定員 81 人以上は 1
日 45 単位を加算することができます。
重度者支援体制加算(Ⅱ)（重度者支援体制加算(Ⅰ)の 1/2 相当を算定）は、障害基礎年金
受給者が利用者の 25％以上 50％未満の場合に、利用定員 20 人以下は 1 日 28 単位を、利用
定員 21 人以上定員 40 人以下は 1 日 25 単位を、利用定員 41 人以上 60 人以下は 1 日 24 単
位を、利用定員 61 人以上 80 人以下は 1 日 23 単位を、利用定員 81 人以上は 1 日 22 単位を
加算することができます。
重度者支援体制加算(Ⅲ)（重度者支援体制加算(Ⅰ)の 1/4 相当を算定）は、特定旧法定施
設から移行した事業所で障害基礎年金受給者が利用者の 5％以上の場合に加算することが
できましたが、平成 27 年 3 月 31 日までの経過措置となっていたため、平成 27 年度改定で
廃止されました。
２）施設外就労加算(平成 21 年度改定で新設、令和 3 年度改定で廃止)
就労継続支援 A 型

算定要件等

施設外就労加算

施設外の一般事務所等で訓練を行った場合

報酬
＋100 単位／日

廃 止

施設外就労加算は、一般就労の現場での訓練が利用者の就労移行に有効であるため、施設
外の一般事業所等で行われる訓練に対する評価として平成 21 年度改定で新設され、一定の
基準を満たし、
企業内等で作業を行った場合に、
1 日 100 単位を加算することができました。
令和 3 年度改定では、施設外就労加算を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績や高工
賃を実現する事業所、地域連携の取組への評価に組み替えられました。
３）就労移行支援体制加算(平成 21 年度改定で新設)
平成 30 年度改定では、就労継続支援Ａ型の利用を継続することによって、利用者の知識
や能力が向上し、一般就労へ移行する者もいることから、より一般就労への移行と定着を推
進するため、就労継続支援Ａ型(Ｂ型)を受けた後就労し、6 月以上就労継続している者（就
労定着者）がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数
を加算することになりました。
令和 3 年度改定では、障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進し
ていく観点から、就労移行支援体制加算の評価が充実され、スコア方式による評価点の実績
による基本報酬の各区分に応じたものとなりました。
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就労移行支援
体制加算

Ⅰ

就労継続支援Ａ型サービス費（Ⅰ）
算定事業所 【7.5：1】

Ⅱ

就労継続支援Ａ型サービス費（Ⅱ）
算定事業所
【10：1】

就労継続支援Ａ型を受けた後就労し、就労定着者（6 月以
上就労継続している者）がいる場合、基本報酬の区分及び
定員規模並びに評価点に応じた所定単位数に就労定着者の
数を乗じて得た単位数を加算

利用定員
就労移行支援体制加算

(Ⅰ)

評
価
点

(Ⅱ)

20 人以下

21 人以上
40 人以下

41 人以上
60 人以下

61 人以上
80 人以下

81 人以上

170 点以上

+93 単位/日

+49 単位/日

＋35 単位/日

+27 単位/日

＋22 単位/日

150 点以上 170 点未満

+87 単位/日

+45 単位/日

＋32 単位/日

+25 単位/日

＋20 単位/日

130 点以上 150 点未満

+80 単位/日

+41 単位/日

＋28 単位/日

+21 単位/日

＋17 単位/日

105 点以上 130 点未満

+73 単位/日

+37 単位/日

＋25 単位/日

+19 単位/日

＋16 単位/日

80 点以上 105 点未満

+65 単位/日

+32 単位/日

＋21 単位/日

+16 単位/日

＋13 単位/日

60 点以上 80 点未満

+57 単位/日

+27 単位/日

＋17 単位/日

+13 単位/日

＋11 単位/日

60 点未満

+50 単位/日

+23 単位/日

＋14 単位/日

+10 単位/日

＋ 8 単位/日

170 点以上

+90 単位/日

+48 単位/日

＋34 単位/日

+27 単位/日

＋21 単位/日

150 点以上 170 点未満

+84 単位/日

+44 単位/日

＋31 単位/日

+25 単位/日

＋19 単位/日

130 点以上 150 点未満

+77 単位/日

+40 単位/日

＋27 単位/日

+21 単位/日

＋16 単位/日

105 点以上 130 点未満

+70 単位/日

+36 単位/日

＋24 単位/日

+19 単位/日

＋15 単位/日

80 点以上 105 点未満

+62 単位/日

+31 単位/日

＋20 単位/日

+16 単位/日

＋12 単位/日

60 点以上 80 点未満

+54 単位/日

+26 単位/日

＋16 単位/日

+13 単位/日

＋10 単位/日

60 点未満

+47 単位/日

+22 単位/日

＋13 単位/日

+10 単位/日

＋ 7 単位/日

４）賃金向上達成指導員配置加算（平成 30 年度改定で新設）
就労継続支援 A 型

賃金向上達成
指導員配置加算

算定要件等

指定基準で定める人員配置に加え、賃金
向上達成指導員を常勤換算方法で１以
上配置した場合に加算

報酬

⑴ 定員 20 人以下

＋70 単位／日

⑵ 定員 21 人以上 40 人以下

＋43 単位／日

⑶ 定員 41 人以上 60 人以下

＋26 単位／日

⑷ 定員 61 人以上 80 人以下

＋19 単位／日

⑸ 定員 81 人以上

＋15 単位／日

賃金向上のためには、生産活動収入の向上に資する販路の拡大、付加価値のある商品の開
発等に加え、利用者の労働時間を増加させつつ相応の生産活動を行うことが求められてい
ます。そのため、賃金向上計画等を作成するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを
導入した上で、賃金向上のための指導員を常勤換算方法で 1 以上配置している事業所を評
価する「賃金向上達成指導員配置加算」が平成 30 年度改定で新設されました。
指定基準で定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員を常勤換算方法で１以上配置し
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た場合に、当該事業所の利用定員に応じた所定単位数（5 区分）を、１日つき当該事業所を
利用した利用者全員に対して加算することができます。
５）就労移行連携加算（令和3年度改定で新設）
就労継続支援 A 型

算定要件等

報酬

就労移行連携加算

就労継続支援を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいた場合に
おいて、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援
事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行うに当た
り、就労継続支援の状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供
している場合（利用終了月に１回に限り）

＋1,000 単位／回

令和 3 年度改定では、就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評
価をする加算として就労移行連携加算が新設されました。
就労継続支援を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいた場合において当該
者に対して当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整その他
の相談援助を行うとともに当該申請を行うに当たり、就労継続支援の状況等の情報を文書
により相談支援事業者に対して提供している場合に、利用終了月に１回を限度として 1,000
単位を加算することができます。
(７)他のサービス費と共通の加算項目
１）「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」と同じ項目
就労継続支援 A 型

算定要件等

報酬

視覚・聴覚言語障害者
支援体制加算

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利用者が利用者数の３０％
以上で、常勤の視覚障害者等の生活支援に従事する従事者を利用者に対して
50：１以上配置

＋41 単位／日

利用開始日から 30 日を限度として算定

＋30 単位／日

Ⅰ

精神保健福祉士等 35％以上雇用している事業所

＋15 単位／日

Ⅱ

精神保健福祉士等 25％以上雇用している事業所

＋10 単位／日

Ⅲ

①又は②のいずれかに該当する事業所
①常勤職員割合 75％以上、②勤続年数３年以上の常勤職員 30％以上

＋６単位／日

1 時間未満

＋32 単位／日

1 時間以上 2 時間未満

＋63 単位／日

2 時間以上

＋125 単位／日

初期加算

福祉専門職員
配置等加算

(Ⅰ)

医療機関等から看護職員の訪問を受けて医療的ケ
アを必要としない利用者に対して看護を行なった場合
（8 人を限度）

(Ⅱ)
(Ⅲ)
医療連携
体制加算

⑴
(Ⅳ)

⑵

医療等から看護職員の訪問を受けて医療的ケアを必
要とする利用者に対して看護を行なった場合

⑶

利
用
者

1人

＋800 単位／日

2人

＋500 単位／日

3 人以上 8 人以下

＋400 単位／日

(Ⅴ)

看護職員が介護職員等に喀痰吸引等の指導のみを行った場合

＋500 単位／日

(Ⅵ)

研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

＋100 単位／日

食事提供体制

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
（廃止の経過措置を延長）
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就労継続支援 A 型

福祉・介護職員
処遇改善加算

算定要件等

報酬

Ⅰ

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場
環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.057／月
（指定障害者支援施設は 0.065）

Ⅱ

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境
等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.041／月
（指定障害者支援施設は 0.047）

Ⅲ

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのいずれか
に適合し、職場環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.023／月
（指定障害者支援施設は 0.026）

Ⅳ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等要件
のいずれかを満たしている場合

＋上記Ⅲ×0.9／月

Ⅴ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等要件
のいずれも満たさない場合

＋上記Ⅲ×0.8／月

福祉・介護職員
処遇改善特別加算

福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施
している場合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）
Ⅰ

福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
Ⅱ

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ
からⅢまでのいずれかを取得してい
る事業所で、福祉・介護職員処
遇改善加算の職場環境等要件に
関し、複数の取組を行っているとと
もに、その取組について、ホームペー
ジへの掲載等を通じた見える化を
行っている場合

削 除
※

＋所定単位×0.007／月
(指定障害者支援施設は 0.009）

福祉専門職員配置等
加算算定事業所

＋所定単位×0.017／月
（指定障害者支援施設は 0.018）

福祉専門職員配置等
加算未算定事業所

＋所定単位×0.015／月
（指定障害者支援施設は 0.018）

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ
令和4年3月サービス提供分まで算定可

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、初期加算、福祉専門職員配置等加算、医療連携体制
加算、食事提供体制加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算
及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を就労継続支援Ａ型サービス費においても算定す
ることができます。詳細な内容については「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」
(35～43 ページ)を参照ください。ただし、食事提供体制加算、福祉・介護職員処遇改善加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)、福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、
生活訓練サービス費とは算定する単位数が異なっています。食事提供体制加算は 1 区分で 1
日 30 単位を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 5.7％(指定障害者施設
は 6.5％)を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 4.1％(指定障害者施設
は 4.7％)を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は 1 月の所定単位の 2.3％(指定障害者施設
は 2.6％)を、福祉・介護職員処遇改善特別加算は 1 月の所定単位の 0.7％(指定障害者施設
は 0.9％)を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 1.7％(指定障害
者施設は 1.8％)を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 1.5％(指
定障害者施設は 1.8％)を算定します。なお、令和 3 年度改定では、福祉・介護職員処遇改
善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）並びに福祉・介護職員等処遇改善特別加算が上位区分の算定が進ん
でいることを踏まえ廃止されましたが、
令和 2 年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年
3 月サービス提供分まで算定することができます。
また、令和 3 年度改定では、就労移行支援と同様に、就労継続支援についても、一般就労
への移行の更なる促進を見込み、作業療法士が福祉専門職員配置等加算における有資格者
の対象者として新たに追加されました。
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２）「生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の加算項目」と同じ項目
就労継続支援 A 型

算定要件等
Ⅰ

①1 回の送迎に平均 10 人以上利用し、かつ、
②週 3 回以上の送迎実施の要件を満たす場合

Ⅱ

①又は②のどちらかを満たす場合

送迎加算

同一敷地内の場合
＋所定単位数×70％

利用予定日に急病等で利用中止時に、連絡調整と状況を記録し、相談援助
等行った場合

欠席時対応加算
利用者負担上限額
管理加算

障害福祉サービスの
体験利用支援加算

報酬

利用者負担額合計額の管理を行った場合
Ⅰ
Ⅱ

社会生活支援
特別加算

＋21 単位／片道
＋10 単位／片道
＋94 単位/日
（月 4 回）
＋150 単位／月

初日から 5 日目まで

＋500 単位／日

6 日目から 15 日目まで

＋250 単位／日

精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が
事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援

＋480 単位／日

利用者が障害福祉サ
ービスの体験利用を行
った場合

地域生活支援拠点等
の場合 ＋50 単位

送迎加算、欠席時対応加算、利用者負担上限管理加算、障害福祉サービスの体験利用支援
加算、社会生活支援特別加算を就労継続支援Ａ型サービス費においても算定することがで
きます。詳細な内容については「生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の加算項目」(43 ページ～
48 ページ)を参照ください。
３）「就労移行支援サービス費（Ⅰ）特有の加算項目」と同じ項目
就労継続支援 A 型

算定要件等
⑴

訪問支援
特別加算
⑵

在宅時生活支援
サービス加算

連続５日間利用がなかった場合に、就労
移行支援従事者が就労移行支援計画等
に基づき居宅を訪問し、利用に係る相談援
助等を行った場合 （月２回限度）

報酬
所要時間 1 時間未満

＋187 単位／回

所要時間 1 時間以上

＋280 単位／回

在宅利用者が就労移行支援又は就労継続支援を受けている同一時間帯に生
活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サービス提供
事業所の負担において提供した場合

＋300 単位／日

訪問支援特別加算、在宅時生活支援サービス加算を就労継続支援Ａ型サービス費におい
ても算定することができます。詳細な内容については「就労移行支援サービス費(Ⅰ)特有の
加算項目」(57 ページ～60 ページ)を参照ください。
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４． 就労継続支援Ｂ型事業（非雇用型）

利用者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者等で、就労の機
会等を通じて、生産活動にかかわる知識及び能力の向上や維持が期待される身体・知的・精神障害者
① 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用される
ことが困難となった者
② 50 歳に達している者又は障害基礎年金 1 級受給者
③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行わ
れている本事業の希望者
① 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は締結しない）するとともに、一般就労に必要な知識、能
力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援

サービス内容

② 事業者指定の要件は平均工賃が工賃控除程度の水準（月額 3,000 円程度）を上回ること
③ 事業者は平均工賃の目標水準を設定し、実績（平均額）と併せて利用者に通知し都道府県知事へ報告・公表
④ 利用期間の制限なし
○サービス管理責任者：1 人以上常勤、利用者数 60 人超え 40 人増すごとに 1 人増

職員
配置基準

●就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ)・(Ⅲ)

職業指導員及び生活支援員：利用者数の 7.5：１以上

●就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅱ)・(Ⅳ)

職業指導員及び生活支援員：利用者数の 10：１以上

・職業指導員及び生活支援員各 1 人以上で、いずれか 1 人以上常勤、
・利用者数は前年度の平均値（新規指定の場合は推定数）

設備

訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備

(１）利用者
利用者は、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定
年齢に達している者等で、就労の機会等を通じて、生産活動にかかわる知識及び能力の向上
や維持が期待される身体・知的・精神障害者です。
具体的には、① 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年
齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者、② 50 歳に達している者又は
障害基礎年金 1 級受給者、③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるア
セスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の希望者です。
(２）サービス内容と職員配置基準・設備基準
就労継続支援Ａ型サービス（雇用型）と違い雇用契約を結ばない通所による就労や生産活
動の機会の提供を行うとともに、一般就労に必要な知識・能力が高まった人に対して、一般
就労等への移行に向けた支援を行います。事業者指定の要件としては、平均工賃が工賃控除
程度の水準(月額 3,000 円程度)を上回ることが必要であり、事業者は平均工賃の目標水準
を設定し、実績と併せて都道府県へ報告し公表することが必要となります。
職員配置基準と設備基準については、就労継続支援Ａ型事業と同じ内容となりますので、
就労継続支援Ａ型事業の項目(63 ページ)を参照ください。
(３）就労継続支援Ｂ型サービス費
就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ)及び(Ⅲ)は職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換
算方法で利用者数を 7.5 で除した数以上配置しており、就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅱ)
及び(Ⅳ)は職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で利用者数を 10 で除した数以
上配置しています。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練（生活訓練）事業所又は
指定障害者支援施設の場合は、所定単位数の 96.5％を算定します。
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就労継続支援Ｂ型サービス費

(Ⅰ)

【7.5：１】

平
均
工
賃
月

(Ⅱ)

額

【10：1】

利用定員
20 人以下

21 人以上
40 人以下

41 人以上
60 人以下

61 人以上
80 人以下

81 人以上

4 万５千円以上

702 単位

625 単位

586 単位

576 単位

557 単位

３万 5 千円以上 4 万５千円未満

672 単位

598 単位

562 単位

552 単位

533 単位

３万円以上 3 万５千円未満

657 単位

584 単位

549 単位

539 単位

521 単位

２万５千以上３万円未満

643 単位

572 単位

537 単位

527 単位

510 単位

２万円以上２万５千円未満

631 単位

551 単位

518 単位

508 単位

491 単位

１万 5 千円以上２万円未満

611 単位

541 単位

508 単位

498 単位

482 単位

1 万円以上１万 5 千円未満

590 単位

525 単位

493 単位

484 単位

468 単位

1 万円未満

566 単位

504 単位

473 単位

464 単位

448 単位

4 万５千円以上

640 単位

571 単位

529 単位

519 単位

501 単位

３万 5 千円以上 4 万５千円未満

613 単位

547 単位

507 単位

497 単位

480 単位

３万円以上 3 万５千円未満

599 単位

534 単位

495 但位

485 単位

468 単位

２万５千以上３万円未満

586 単位

523 単位

485 単位

475 単位

459 単位

２万円以上２万５千円未満

565 単位

504 単位

467 単位

458 単位

442 単位

１万 5 千円以上２万円未満

554 単位

494 単位

458 単位

449 単位

434 単位

1 万円以上１万 5 千円未満

538 単位

480 単位

445 単位

436 単位

421 単位

1 万円未満

516 単位

461 単位

427 単位

418 単位

404 単位

(Ⅲ)

【7.5：1】

「利用者の就労や生産活動等への

556 単位

494 単位

463 単位

454 単位

438 単位

(Ⅳ)

【10：1】

参加等」をもって一律に評価

506 単位

451 単位

417 単位

408 単位

394 単位

※ 令和３年９月 30 日までの間は、基本報酬について、所定単位数の 1,001／1,000 に相当する単位数を算定

１）就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ）及び(Ⅱ)
就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、障害者が地域で自立した生活を送ること
ができるように、利用者に支払う工賃の水準が向上するために必要な支援を行うことが重
要であることから、平成 30 年度改定で事業所が障害者に支払う平均工賃月額に応じた基本
報酬となりました。そのため、人員配置、利用定員数及び前年度の平均工賃月額に応じ、上
記の報酬を算定することができます。
令和 3 年度改定では、高工賃を実現する事業所について、基本報酬において更に評価され
ました。改定前の 7 段階の基本報酬の区分については、実績下位 3 区分に 8 割近くの事業
所が分布していること等を踏まえ、よりきめ細かく実績を反映するため、各区分に係る実績
の範囲を見直し、8 段階の区分となりました。なお、新型コロナウイルス感染症に対応する
ための特例的な評価として、令和 3 年 4 月～9 月までの間は、基本報酬に 0.1％を上乗せし
た単位数を算定することができました。
令和 3 年度の基本報酬においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「平均工
賃月額」に応じた報酬体系において前年度（令和 2 年度）実績を用いないことも可能とな
り、①～③（①平成 30 年度、②令和元年度、③令和 2 年度）のいずれかの年度の実績で評
価されます。
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実績が出せない事業所の安易な事業参入を防止するため、開設後１年間を経過していな
い事業所は、就労継続支援Ｂ型事業所等の平均工賃月額にかかわらず、「平均工賃月額が 1
万円未満」とみなして、所定単位数を算定することになります。基本報酬の区分は前年度の
実績により決定しますが、新規事業所については開設後 6 か月間の実績をもって基本報酬
区分の変更が認められています。
前年度の平均工賃月額(円未満四捨五入)については、
「前年度に支払った工賃総額」を「前
年度における各月の工賃支払対象者の総数」で除して算出することになります。
ただし、
「月の途中において、利用開始又は終了した者」は当該月の工賃支払対象者から、
「就労継続支援Ｂ型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービス（当
該就労継続支援Ｂ型事業所以外の就労継続支援Ｂ型事業所を除く）を利用している者」は、
工賃支払い対象者の総数から除外されます。
また、「月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃」や「就労継続支援
Ｂ型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービス（当該就労継続支援
Ｂ型事業所以外の就労継続支援Ｂ型事業所を除く。）を利用している者に支払った工賃」は、
工賃総額から除外されます。
なお、１月当たりの平均工賃額を算出するに当たり、重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定して
いる場合（障害基礎年金１級受給者が利用者数の半数以上いる場合）は、平均工賃月額に 2
千円を加えた額を報酬評価上の事業所の平均工賃月額とすることができます。
２）就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅲ)及び(Ⅳ)（令和 3 年度改定で新設）
令和 3 年度改定では、地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、「利用定
員」及び「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系（就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）・
（Ⅱ））に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって「利用定員」に応じて
評価する報酬体系（就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）・（Ⅳ））が新設され、事業所ごと
に選択することになりました。ただし、基本報酬の報酬体系の選択は各年度の 4 月に行うこ
とを基本とし、年度途中での変更を行うことはできません。
なお、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和 3 年 4 月
～9 月までの間は、基本報酬に 0.1％を上乗せした単位数を算定することができました。
(４) 就労継続支援Ｂ型サービス費の減算項目
①又は②又は③

就労継続支援
Ｂ型サービス費

①定員超過利用減算

所定単位数×70％

②サービス提供職員欠如減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

③サービス管理責任者欠如減算

所定単位数×70％※３(50％)※４

個別支援計画(就労移行支援計画)未作成減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

身体拘束廃止未実施減算

利用者全員について 1 日 5 単位減算

※1 減算が適用される月から２月目まで
※3 減算が適用される月から４月目まで

※2 減算が適用される３月目以降
※4 減算が適用される 5 月目以降合

生活訓練サービス費と同様に、定員超過利用減算やサービス提供職員欠如減算、サービス
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管理責任者欠如減算、個別支援計画(就労継続支援Ｂ型計画)未作成減算及び身体拘束廃止
未実施減算が設定されていますので、詳細な内容については生活訓練サービス費の減算項
目（34 ページ～35 ページ）を参照ください。
(５) 就労継続支援Ｂ型サービス費特有の加算項目
１）目標工賃達成指導員配置加算（平成 21 年度改定で新設）➡
就労継続支援 B 型

就労継続支援 B 型サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)が対象

算定要件等

「工賃倍増５か年計画」に基づく「工賃引き上げ
計画」を策定し積極的に取組むため、指導員を
手厚く配置している場合
目標工賃達成
指導員配置加算

報酬
⑴ 定員 20 人以下

＋89 単位／日

⑵ 定員 21 人以上 40 人以下

＋80 単位／日

⑶ 定員 41 人以上 60 人以下

＋75 単位／日

⑷ 定員 61 人以上 80 人以下

＋74 単位／日

⑸ 定員 81 人以上

＋72 単位／日

【施設基準】
●職業指導員及び生活支援員の総数が、常勤換算で前年度の利用者数の平均値に対して 7.5：１以上
●目標工賃達成指導員を常勤換算方法で１人以上配置し、当該目標工賃達成指導員、職業指導員及
び生活支援員の総数が、常勤換算で利用者数の 6：１以上

平成 21 年度改定では、工賃向上の取り組みを促進するため、目標工賃達成指導員を加え
た手厚い人員体制で、目標工賃の達成に向けた取組を行う事業所を評価した目標工賃達成
指導員配置加算が新設されました。
平成 27 年度改定では、工賃向上に向けた体制の整備に積極的に取り組む事業所を評価す
るため、改定前の算定要件に、
「目標工賃達成指導員を常勤換算方法で１人以上配置」を追
加し、報酬が引き上げられました。
目標工賃達成指導員を配置した手厚い人員体制で目標工賃の達成に向けた取り組みを行
う場合に、利用定員 20 人以下は 1 日 89 単位を、利用定員 21 人以上定員 40 人以下は 1 日
80 単位を、利用定員 41 人以上 60 人以下は 1 日 75 単位を、利用定員 61 人以上 80 人以下
は 1 日 74 単位を、利用定員 81 人以上は 1 日 72 単位を加算することができます。
目標工賃達成指導員は、各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、
「工賃向上計画」を作成し、計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むこと
になります。
施設基準としては、
職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で利用者数を 7.5 で
除した数以上、かつ目標工賃達成指導員を常勤換算方法で１人以上配置し、当該目標工賃達
成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で利用者数を 6 で除した数以
上を配置することが必要となります。
２）目標工賃達成加算(平成 30 年度改定で廃止)
就労継続支援Ｂ型サービス費は、平成 30 年度改定で事業所が障害者に支払う平均工賃に
応じた基本報酬となり、平均工賃月額に応じた基本報酬となったことから、目標工賃達成加
算は廃止されました。
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３）地域協働加算（令和3年度改定で新設）➡ 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)が対象
就労継続支援 B 型

算定要件等

報酬

地域協働加算

利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
において、各利用者に対して、地域住民その他の関係者と協働して支援（生
産活動収入があるものに限る）を行うとともに、その活動の内容についてインタ
ーネットの利用その他の方法により公表した場合

＋30 単位／日

令和3年度改定では、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の
場を広げる取組として、就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組を
実施する事業所を評価する地域協働加算が新設されました。
就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅲ)及び(Ⅳ)では、「利用者の就労や生産活動等への参加等」
をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対して、地域住民、地元企業、自治
体その他の関係者と協働して支援（生産活動収入があるものに限る。）を行うとともに、そ
の活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に当該支援
を受けた利用者の数に応じ、1日30単位を加算することができます。
適切な取り組みの例としては、以下の通りとなります。
・
・
・
・
・
・

地域で開催されるイベントへの出店
農福連携による施設外での生産活動
請負契約による公園や公共施設の清掃業務
飲食業、小売業など地域住民との交流の場となる店舗運営
高齢者世帯への配食サービス
上記活動に係る営業活動等

４）ピアサポート実施加算（令和3年度改定で新設）➡ 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)が対象
就労継続支援 B 型

算定要件等

報酬

ピアサポート実施加算

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
において、各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への
参加等に係るピアサポートを実施した場合

＋100 単位／月

令和3年度改定では、就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向
上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所を評価する
ピアサポート実施加算が新設されました。
就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅲ)及び(Ⅳ)では、「利用者の就労や生産活動等への参加等」
をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労
や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者
の数に応じ、各月単位で1月につき100単位加算することができます。
一定の支援体制とは、地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修（基礎
研修及び専門研修）」を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した
旨の証明書の交付を受けた者を2名以上（1名は障害者等）配置していることや、これらの者
により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われて
いることとなります。ただし、令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市
が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置が設けられています。
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(６)他のサービス費と共通の加算項目
１）「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」と同じ項目
就労継続支援 B 型

算定要件等

視覚・聴覚言語障害者
支援体制加算

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利用者が利用者
数の３０％以上で、常勤の視覚障害者等の生活支援に従事する従
事者を利用者に対して 50：１以上配置

＋４１単位／日

利用開始日から 30 日を限度として算定

＋３０単位／日

Ⅰ

精神保健福祉士等 35％以上雇用している事業所

＋１５単位／日

Ⅱ

精神保健福祉士等 25％以上雇用している事業所

＋１０単位／日

Ⅲ

①又は②のいずれかに該当する事業所
①常勤職員割合 75％以上、②勤続年数３年以上の常勤職員
30％以上

初期加算

福祉専門職員
配置等加算

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
医療連携
体制加算

報酬

1 時間未満

＋３２単位／日

医療機関等から看護職員の訪問を受け
て医療的ケアを必要としない利用者に対
して看護を行なった場合（8 人を限度）

1 時間以上 2 時間未満

＋６３単位／日

医療等から看護職員の訪問を受けて医
療的ケアを必要とする利用者に対して看
護を行なった場合

利
用
者

2 時間以上

⑴
Ⅳ

⑵

＋６単位／日

⑶

＋１２５単位／日

1人

＋８００単位／日

2人

＋５００単位／日

3 人以上 8 人以下

＋４００単位／日

Ⅴ

看護職員が介護職員等にたんの吸引等の指導のみを行った場合

＋５００単位／日

Ⅵ

研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施した場合

＋１００単位／日

食事提供体制

福祉・介護職員
処遇改善加算

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
Ⅰ

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている
こと等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場環境等要件を満た
している場合

（指定障害者支援施設は 0.064）

Ⅱ

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている
こと等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件を満たして
いる場合

（指定障害者支援施設は 0.047）

Ⅲ

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている
こと等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのいずれかに適合し、職場環
境等要件を満たしている場合

（指定障害者支援施設は 0.026）

Ⅳ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等要件のいずれ
かを満たしている場合

＋上記Ⅲ×0.9／月

Ⅴ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれ
も満たさない場合

＋上記Ⅲ×0.8／月

福祉・介護職員

福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施している場
合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）

処遇改善特別加算

福祉・介護職員等
特定処遇改善
加算

＋３０単位／日

Ⅰ

Ⅱ

福祉・介護職員処遇改善加算ⅠからⅢま
でのいずれかを取得している事業所で、福
祉・介護職員処遇改善加算の職場環境
等要件に関し、複数の取組を行っているとと
もに、その取組について、ホームページへの
掲載等を通じた見える化を行っている場合

＋所定単位×0.054／月

＋所定単位×0.040／月

＋所定単位×0.022／月

削除
※

＋所定単位×0.007／月
(指定障害者支援施設は.009）

＋所定単位×0.017／月

福祉専門職員配置等
加算算定事業所

（指定障害者支援施設は 0.018）

福祉専門職員配置等
加算未算定事業所

＋所定単位×0.015／月
（指定障害者支援施設は 0.018）

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ
令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定可

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、初期加算、福祉専門職員配置等加算、医療連携体制
加算、食事提供体制加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算
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及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を就労継続支援Ｂ型サービス費においても算定す
ることができます。詳細な内容については「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」
(35～43 ページ)を参照ください。ただし、食事提供体制加算、福祉・介護職員処遇改善加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)、介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、生活訓
練サービス費とは算定する単位数が異なっています。食事提供体制加算は 1 区分で 1 日 30
単位を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 5.4％(指定障害者施設は
6.4％)を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 4.0％(指定障害者施設は
4.7％)を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は 1 月の所定単位の 2.2％(指定障害者施設は
2.6％)を、介護職員処遇改善特別加算は 1 月の所定単位の 0.7％(指定障害者施設は 0.9％)
を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 1.7％(指定障害者施設は
1.8％)を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 1.5％(指定障害者
施設は 1.8％)を算定します。
なお、令和 3 年度改定では、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）並びに福祉・
介護職員等処遇改善特別加算が上位区分の算定が進んでいることを踏まえ廃止されました
が、令和 2 年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定する
ことができます。
また、令和 3 年度改定では、就労移行支援と同様に、就労継続支援についても、一般就労
への移行の更なる促進を見込み、作業療法士が福祉専門職員配置等加算における有資格者
の対象者として新たに追加されました。
２）「生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の加算項目」と同じ加算項目
就労継続支援 B 型

算定要件等
利用予定日に急病等で利用中止時に、連絡調整と状況を記録し、相談援助
等行った場合

欠席時対応加算
利用者負担上限額
管理加算

利用者負担額合計額の管理を行った場合
Ⅰ

①1 回の送迎に平均 10 人以上利用し、かつ、②
週 3 回以上の送迎実施の要件を満たす場合

Ⅱ

①又は②のどちらかを満たす場合

Ⅰ

利用者が障害福祉サ
ービスの体験利用を行
った場合

送迎加算

障害福祉サービスの
体験利用支援加算
社会生活支援
特別加算

報酬

Ⅱ

＋94 単位／日
（月 4 回）
＋150 単位／月

同一敷地内の場合
＋所定単位数×70％

＋21 単位／片道
＋10 単位／片道

初日から 5 日目まで

＋500 単位／日

6 日目から 15 日目まで

＋250 単位／日

精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が
事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援

＋480 単位／日

地域生活支援拠点等
の場合 ＋50 単位

欠席時対応加算、利用者負担上限管理加算、送迎加算、障害福祉サービスの体験利用支援
加算、社会生活支援特別加算を就労継続支援Ａ型サービス費においても算定することがで
きます。詳細な内容については「生活訓練サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)共通の加算項目」(43 ペー
ジ～48 ページ)を参照ください。
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３）「就労移行支援サービス費(Ⅰ)特有の加算項目」と同じ加算項目
就労継続支援 B 型

算定要件等
⑴

訪問支援
特別加算

⑵

在宅時生活支援
サービス加算

報酬

連続５日間利用がなかった場合に、就労移
行支援従事者が就労移行支援計画等に基
づき居宅を訪問し、利用に係る相談援助等を
行った場合 （月２回限度）

所要時間 1 時間未満

＋187 単位／回

所要時間 1 時間以上

＋280 単位／回

在宅利用者が就労移行支援又は就労継続支援を受けている同一時間帯
に生活支援に関する支援が必要であり、生活支援に関する支援を当該サー
ビス提供事業所の負担において提供した場合

＋300 単位／日

訪問支援特別加算、在宅時生活支援サービス加算を就労継続支援Ｂ型サービス費におい
ても算定することができます。詳細な内容については「就労移行支援サービス費(Ⅰ)特有の
加算項目」(57 ページ～60 ページ)を参照ください。
４）「就労継続支援Ａ型サービス費特有の加算項目」と同じ加算項目
就労継続支援 B 型

Ⅰ
重度者
支援体制加算
Ⅱ

就労移行連携加算

算定要件等
⑴
⑵
障害基礎年金１級受給者が
⑶
利用者の 50％以上の場合
⑷
⑸
⑴
⑵
障害基礎年金１級受給者が
⑶
利用者の 25％以上の場合
⑷
⑸

就労継続支援を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいた場合
において、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行
支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行う
に当たり、就労継続支援の状況等の情報を文書により相談支援事業者に対
して提供している場合（利用終了月に１回に限り）

Ⅰ

就労継続支援 B 型サービス費（Ⅰ）
算定事業所 【7.5：1】

Ⅱ

就労継続支援 B 型サービス費（Ⅱ）
算定事業所
【10：1】

Ⅲ

就労継続支援 B 型サービス費（Ⅲ）
算定事業所 【7.5：1】

Ⅳ

就労継続支援 B 型サービス費（Ⅳ）
算定事業所
【10：1】

就労移行支援
体制加算

定員 20 人以下
定員 21 人以上 40 人以下
定員 41 人以上 60 人以下
定員 61 人以上 80 人以下
定員 81 人以上
定員 20 人以下
定員 21 人以上 40 人以下
定員 41 人以上 60 人以下
定員 61 人以上 80 人以下
定員 81 人以上

報酬
＋56 単位／日
＋50 単位／日
＋47 単位／日
＋46 単位／日
＋45 単位／日
＋28 単位／日
＋25 単位／日
＋24 単位／日
＋23 単位／日
＋22 単位／日

＋1,000 単位／回

就労継続支援 B 型を受けた後就労し、就労定着者（6
月以上就労継続している者）がいる場合、基本報酬の区
分及び定員規模並びに平均工賃月額に応じた所定単位
数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算
就労継続支援 B 型を受けた後就労し、就労定着者（6
月以上就労継続している者）がいる場合、基本報酬の区
分及び定員規模に応じた所定単位数に就労定着者の数
を乗じて得た単位数を加算

就労継続支援Ｂ型サービス費では、就労継続支援Ａ型サービス費と同様に、施設外就労加
算が令和 3 年度改定で廃止され、重度者支援体制加算、就労移行支援体制加算を算定するこ
とができます。詳細な内容については「就労継続支援サービス費特有の加算項目」(61 ペー
ジ～63 ページ)を参照ください。
令和 3 年度改定では、障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進し
ていく観点から、「定員規模」並びに「平均工賃月額」に応じた評価である就労移行支援体
制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)が新設され、改定前の「定員規模」に応じた評価である就労移行支援体
制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は就労移行支援体制加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)となりました。
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利用定員
就労移行支援体制加算

20 人以下

21 人以上
40 人以下

41 人以上
60 人以下

61 人以上
80 人以下

81 人以上

4 万５千円以上

+93 単位/日

+49 単位/日

＋35 単位/日

+27 単位/日

＋22 単位/日

３万 5 千円以上 4 万５千円未満

+86 単位/日

+44 単位/日

＋31 単位/日

+24 単位/日

＋20 単位/日

３万円以上 3 万５千円未満

+79 単位/日

+40 単位/日

＋28 単位/日

+21 単位/日

＋17 単位/日

２万５千以上３万円未満

+72 単位/日

+36 単位/日

＋24 単位/日

+18 単位/日

＋15 単位/日

２万円以上２万５千円未満

+65 単位/日

+32 単位/日

＋21 単位/日

+16 単位/日

＋13 単位/日

１万 5 千円以上２万円未満

+58 単位/日

+28 単位/日

＋18 単位/日

+13 単位/日

＋11 単位/日

以上１万 5 千円未満

+51 単位/日

+23 単位/日

＋14 単位/日

+10 単位/日

＋ 8 単位/日

工 1 万円未満

+48 単位/日

+22 単位/日

＋13 単位/日

+ 9 単位/日

＋ 7 単位/日

賃 4 万５千円以上

+90 単位/日

+48 単位/日

＋34 単位/日

+27 単位/日

＋21 単位/日

月 ３万 5 千円以上 4 万５千円未満

+83 単位/日

+43 単位/日

＋30 単位/日

+24 単位/日

＋19 単位/日

３万円以上 3 万５千円未満

+76 単位/日

+39 単位/日

＋27 単位/日

+21 単位/日

＋16 単位/日

２万５千以上３万円未満

+69 単位/日

+35 単位/日

＋23 単位/日

+18 単位/日

＋14 単位/日

２万円以上２万５千円未満

+62 単位/日

+31 単位/日

＋20 単位/日

+16 単位/日

＋12 単位/日

１万 5 千円以上２万円未満

+55 単位/日

+27 単位/日

＋17 単位/日

+13 単位/日

＋10 単位/日

以上１万 5 千円未満

+48 単位/日

+22 単位/日

＋13 単位/日

+10 単位/日

＋ 7 単位/日

1 万円未満

+45 単位/日

+21 単位/日

＋12 単位/日

+ 9 単位/日

＋ 6 単位/日

(Ⅲ)

+42 単位/日

+18 単位/日

＋10 単位/日

+ 7 単位/日

＋ 6 単位/日

(Ⅳ)

+39 単位/日

+17 単位/日

＋ 9 単位/日

+ 7 単位/日

＋ 5 単位/日

(Ⅰ)

平
均

額

(Ⅱ)

５．就労定着支援事業（平成30年度改定で新設）
利用者

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行し、就労を継続している期間が
6月以上42月未満の障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者

サービス
内容

○ 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決
に向けて必要となる支援を実施（利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月１回以上は障害者との対面支援を
行うとともに、月１回以上は企業訪問を行うよう努める）
○ 利用期間は３年を上限とし、経過後は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ。

職員配置
基準

設備

○就労定着支援員：常勤換算方法で、利用者数の40：1以上
○サービス管理責任者：1人以上、利用者数が60人超えた場合は40人増すごとに1人増
※ 就労定着支援と生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を一体的に運営している場合は、
それぞれの利用者の合計数に応じて配置
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室等の運営に必要な設備
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(１)利用者
利用者は、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移
行し、就労を継続している期間が6月以上42月未満の障害者で、就労に伴う環境変化により
生活面の課題が生じている者となります。
(２)サービス内容
支援内容としては、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関
係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。
なお、 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、就労定着支援を提供した月に1回以
上は障害者との対面支援を行うことが算定要件となっています。利用期間は3年を上限とし、
経過後は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐことになります。
令和3年度改定では、就職後6か月が経過した後、希望者に対し、円滑に就労定着支援事業
所による支援が開始できるよう、本人が就労定着支援事業の利用を希望（努力）義務の期間
において、就労移行支援事業所等が就労定着支援事業所等との連絡調整等を図る旨を就労
移行支援事業所等の運営基準に規定されました。
(３)職員配置基準と設備基準
１）サービス管理責任者
1人以上は常勤で、利用者数（前年度の平均値、新規の場合は推定数）が60人を超えて40
人又はその端数を増すごとに1人加えた人数以上を配置することが必要となります。
２）就労定着支援員
指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法により利用者数を40で除した数以上を配
置することが必要となります。
３）設備基準
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な備品等を備えることが必
要となります。
(４)就労定着支援サービス費
就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズ
に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービス
として「就労定着支援」の報酬が平成30年度改定で新設されました。
令和3年度改定では、経営の実態等を踏まえ、基本報酬の見直しが実施され、基本報酬の
区分について、実績上位2区分に8割以上の事業所が分布している一方で、下位2区分には事
業所がほとんどないことを踏まえ、よりきめ細かく実績を反映するため、各区分に係る実績
の範囲が見直されました。なお、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
として、令和3年4月～9月までの間は、基本報酬に0.1％を上乗せした単位数を算定すること
になりました。
就労定着支援は、利用者との対面による相談等や利用者を雇用した企業への訪問、関係機
関との連絡調整等を一体的に実施するものであることから、就労定着支援サービス費の基
本報酬は月額とし、包括的にサービスを評価する体系となっており、生活介護、自立訓練、
就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害者の職場定着を促進するため、
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就労定着率（過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち就労定着者数の割合）に応じて
基本報酬を算定する仕組みとなっています。なお、令和3年度における就労定着支援サービ
ス費の算定に係る就労定着率の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏
まえ令和2年度の実績を用いないことも可能となり、
「平成30年度、令和元年度及び令和2年」
又は「平成30年度及び令和元年度」のいずれかの期間の実績で算出することができます。
また、令和3年度改定では、基本報酬の支給要件について、「利用者との対面により1月に
1回以上の支援を行った場合」から「どのような支援をしたか等をまとめた【支援レポート】
を本人その他必要な関係者で月1回共有した場合」に見直されました。
対象者となる利用者との「対面による支援」を月1回以上行った場合に、利用者数(就労定
着支援を行った日の属する年度の前年度における各月の利用者数の合計を12で除して得た
数)及び就労定着率に応じた以下の報酬を算定することができます。
「対面による支援」については、ＩＣＴの活用を念頭に、令和3年度改定で「対面」要件
が緩和され、障害者本人の希望や障害特性を踏まえ必要に応じた対面での支援を行うこと
になりました。
利 用 定 員
就労定着支援サービス費

就
労
定
着
率

20人以下

21人以上40人以下

41人以上

(1)

9割5分以上

3,449単位/月

2,759単位/月

2,587単位/月

(2)

9割以上9割5分未満

3,285単位/月

2,628単位/月

2,463単位/月

(3)

8割以上9割未満

2,710単位/月

2,168単位/月

2,032単位/月

(4)

7割以上8割未満

2,176単位/月

1,741単位/月

1,632単位/月

(5)

5割以上7割未満

1,642単位/月

1,314単位/月

1,232単位/月

(6)

3割以上5割未満

1,395単位/月

1,117単位/月

1,047単位/月

(7)

3割未満

1,046単位/月

837単位/月

785単位/月

※ 令和３年９月 30 日までの間は、基本報酬について、所定単位数の 1,001／1,000 に相当する単位数を算定

(２)就労定着支援サービス費の減算項目
①又は②
就労定着支援
サービス費

①サービス提供職員欠如減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

②サービス管理責任者欠如減算

所定単位数×70％※３(50％)※４

個別支援計画(就労移行支援計画)未作成減算

所定単位数×70％※１(50％)※２

※1 減算が適用される月から２月目まで
※3 減算が適用される月から４月目まで

※2 減算が適用される３月目以降
※4 減算が適用される5月目以降合

生活訓練サービス費と同様に、サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算、
個別支援計画(就労定着支援計画)未作成減算が設定されていますので、詳細な内容につい
ては生活訓練サービス費の減算項目（34 ジ～35 ページ）を参照ください。
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(３) 就労定着支援サ-ビス費の加算
１）特別地域加算
就労定着支援
特別地域加算

算定要件等
中山間地域等に居住する利用者を支援した場合

報酬
＋240単位/月

中山間地域等に居住する利用者への支援については、移動コストが勘案され、平成30年度
改定で特別地域加算が設定されました。
「別に厚生労働大臣が定める地域」(54ページ参照)に居住している利用者の居宅若しくは
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者が雇用された通常の事業所において、利
用者との対面により就労定着支援を行った場合は、「特別地域加算」として、１月240単位
を加算することができます。
２）定着支援連携促進加算（令和3年度改定で新設）
就労定着支援
定着支援連携
促進加算

算定要件等
各利用者の就労定着支援計画に係る関係機関を交えた会議を開催し、
関係機関との連絡調整を行った場合（支援期間最大3年）

報酬
＋579単位/回
(月1回、年4回限り)

令和3年度改定では、関係機関等と連携した支援については、支援期間にかかわらずに必
要となることから、支援開始１年目についてのみ評価している「企業連携等調整特別加算」
（平成30年度改定で新設）が廃止され、支援期間を通して評価する加算として「定着支援連
携促進加算」が新設されました。企業、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援セ
ンター、医療機関等の関係機関との連携体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計
画に係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期間
（最大3年間）を通じ、年4回を限度として1月に1回579単位を加算することができます。
３）初期加算
就労定着支援

算定要件等

報酬

初期加算

就労移行支援事業所等以外の就労移行支援事業所等を利用して一般
就労した障害者の職場定着のための支援を行う場合に、新規に就労移行
定着支援計画を作成し就労定着支援を行った場合

＋900単位/月
（1回限り）

平成30年度改定では、アセスメントを要する利用者を受け入れた場合を評価する「初期加
算」が設定されました。生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援と一体的に運
営される就労定着支援事業所で、一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事
業所に雇用された障害者に対して、就労定着支援を行う場合には、アセスメント等に時間や
労力を要することから、サービス利用月に１回に限り900単位を加算することができます。
なお、同一法人内の他の就労定着支援事業所を利用する際は、アセスメント等の情報共有
や連携が可能と考えられることから、初期加算を算定することはできません。
４）就労定着実績体制加算（平成30年度改定で新設）
就労定着支援

算定要件等

報酬

就労定着実績
体制加算

過去６年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用
された通常の事業所に3年6月以上6年6月未満の期間継続して就労して
いる者又は就労していた者の占める割合が前年度において7割以上の指定
就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合

∔300単位/月

平成30年度改定では、利用期間終了後の就労定着実績に応じた評価として「就労定着実績
85

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第２章
【2021 年４月 改定版】
体制加算」が新設されました。
過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業
所に3年6月以上6年6月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割
合が前年度において7割以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所にお
いて、指定就労定着支援を行った場合に、月に300単位を加算することができます。
５）職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算（平成30年度改定で新設）
就労定着支援

算定要件等

報酬

職場適応援助者
養成研修修了者
配置体制加算

障害者の職場定着をより促進するため、職場適応援助者（ジョブコーチ）
養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置している場合

∔120単位/月

平成30年度改定では、障害者の職場定着をより促進するため、職場適応援助者（ジョブコ
ーチ）養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置している事業所を評価する「職場
適応援助者養成研修修了者配置体制加算」が新設されました。
「別に厚生労働大臣が定める研修」を修了した者を就労定着支援員として配置している
ものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援
を行った場合は、1月120単位を加算することができます。
「厚生労働大臣が定める研修」とは、以下の通りとなります。

ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科（平成 10 年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員
養成課程を含む）
イ 「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」（平成 13 年３月 30 日付け障発第 141 号厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知）に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施している視覚障害生活訓練指導員研修
ウ 廃止前の「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」（平成６年７月 27 日付け社援更第 192 号厚生省社会・援護局
長通知）に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた視覚障害生活訓練指導員研修
エ 廃止前の「盲人歩行訓練指導員研修事業について」（昭和 47 年７月６日付け社更第 107 号厚生省社会・援護局長）に
基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた盲人歩行訓練指導員研修
オ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を行う者を養成する研修

６）利用者負担上限額管理加算
就労定着支援
利用者負担上限
額管理加算

算定要件等
利用者負担額合計額の管理を行った場合、業務負担を評価する加算

報酬
∔150単位/回

平成30年度改定では、利用者負担額合計額の管理を行った場合、業務負担を評価する「利
用者負担上限管理加算」が設定されました。
指定就労定着支援事業者が、利用者負担額合計額の管理を行った場合は、月に150単位を
加算することができます。
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