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令和２年２月１９日 

 

平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａについて 

 

 平成３０年度に実施された報酬改定に関して、平成３０年２月に実施した指定相談支援事

業者全体連絡会にて問合せのあった事項をベースに、区としてＱ＆Ａを取りまとめました。 

 今回、Ｑ＆Ａの形式を変更し、第５回目のＱ＆Ａを発行します。 

【参考】過去発行は以下のとおりです。 

＜第１回平成３０年３月２９日（木）＞、＜第２回平成３０年４月２７日（金）＞、 

＜第３回平成３０年５月２９日（火）＞、＜第４回平成３１年２月１３日（水）＞ 

※なお、現在検討中、協議中等になっている回答については、検討、協議が進み次第、順次 

お知らせをしていきます。 
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１ 地域生活支援拠点 

（１）拠点等を担う事業所の条件及び対象サービス 

 

 

（答） 

 現状、区では 5 つの拠点機能について、区の実情に応じたあり方について検討をしている

段階であり、具体的な条件については、今後、順次示していきます。 

 

 

（答） 

 現状、区では 5 つの拠点機能について、区の実情に応じたあり方について検討をしている

段階であり、具体的な対象となるサービス形態については、今後、順次示していきます。 

 

※現在、国より示されている要件、加算については以下の通りです。 

【要件】 

・事業所が運営規定に拠点等の機能を担う事業所として各機能を実施することを規定する 

こと 

・事業所が「地域生活支援拠点」の機能である、と区に届出て、区がそれを拠点等と認め 

 ること 

※なお、②緊急時の受入れ・対応、④専門的人材の確保・要請については、拠点等の機能を

「担う」「担わない」で加算の算定可否を分けることはしないとされており、上記要件は必

須ではないと解釈しています。 

【加算内容】 

①相談機能の強化 

＜地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】＞ 

 特定相談支援事業所（障害児相談支援事業所含む。）にコーディネーターの役割を担うも

のとして相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する短期入所への緊急時の受け入れ対

応を行うことを評価する加算 

 ７００単位／回 ※短期入所事業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度。 

②緊急時の受け入れ・対応の機能の強化 

＜緊急短期入所体制確保加算【廃止】＞ 

＜緊急短期入所受入加算【見直し】＞ 

 緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、見直しと単位数の引き上げを行う。 

 見直し前：イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ）１２０単位／日 

      ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ）１８０単位／日 

  ※居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場 

合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利用者のみに対して加算する。 

問１ 拠点等を担う事業所の具体的条件は何か。 

問２ 既存の事業所で対象となるサービス形態は何か。 
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 見直し後：イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ）１８０単位／日 

      ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ）２７０単位／日 

 ※居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場 

合に、当該指定短期入所を行った日から起算して７日（利用者の日常生活の世話を行 

う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては、１４日）を限度として、当 

該緊急利用者のみに対して加算する。 

＜定員超過特例加算【新設】＞ 

 「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合は、期間を区切った上で、

特例的に加算をするとともに、その間は、定員超過利用減算は適用しない。 

 ５０単位／日 

③体験の機会・場の機能の強化 

＜体験利用支援加算【見直し】＞※日中活動系サービス 

 ・利用期間の制限の廃止がなされた。 

・地域移行に係る「体験」について、簡易な「体験利用計画」の様式が示された。 

・体験利用支援加算の引き上げ実施。また、初期段階における加算単位を高く設定し、 

 その後は逓減制にするとされた。 

見直し前：３００単位／日 

見直し後：５００単位／日（初日から５日目まで） 

     ＋５０単位／７日※地域生活支援拠点等の場合 

     ２５０単位／日（６日目から１５日目まで） 

     ＋５０単位／７日※地域生活支援拠点等の場合 

＜体験利用加算【見直し】＞ 

 体験利用支援加算と表裏一体の関係である地域移行支援の体験利用加算についても、併せ

て見直しを行う。 

 見直し前：３００単位／日 

見直し後：５００単位／日（初日から５日目まで） 

      ＋５０単位／７日※地域生活支援拠点等の場合 

      ２５０単位／日（６日目から１５日目まで） 

      ＋５０単位／７日※地域生活支援拠点等の場合 

＜体験宿泊支援加算【新設】＞※施設入所支援 

 例えば、施設入所支援利用者が夜のみ短期入所を利用し、日中は生活介護を利用する場合、

日中活動系サービスを行う障害者支援施設の体験の機会に係る支援を評価する加算の創設。 

 １２０単位／日 

＜体験宿泊加算【見直し】＞※地域移行支援 

 見直し前：イ 体験宿泊加算（Ⅰ） ３００単位／日 

      ロ 体験宿泊加算（Ⅱ） ７００単位／日 

 見直し後：イ 体験宿泊加算（Ⅰ） ３５０単位／日 

      ロ 体験宿泊加算（Ⅱ） ７５０単位／日 
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④専門的人材の確保・養成の機能の強化 

 手厚い体制や個別特性に対応する支援の評価する加算を生活介護（障害者支援施設が行う

生活介護を除く。）に創設する。 

＜重度障害者支援加算【新設】＞※通所の生活介護 

 イ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置した場合（体制加算） 

   ７単位／日 

  ※強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置している旨を届出をしており、か 

つ、支援計画シート等を作成している場合に加算する。ただし、強度行動障害を有する者 

が利用していない場合は加算しない。 

  ロ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者の作成した支援計 

画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合（個別加 

算） 

１８０単位／日 

  ※実線研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修 

（基礎研修）修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合に 

加算する。なお、当該基礎研修修了者１人の配置につき利用者５人まで加算できるこ 

ととする。 

⑤地域の体制づくりの機能強化 

特定相談支援事業所（障害児相談支援事業所を含む。）を中心に、月１回、支援困難事例

等についての課題検討を通じ、地域課題の明確化と解決に向けて、情報共有等を行い、共同

で対応していることを評価する加算を創設。 

＜地域体制強化共同支援加算【新設】＞※指定特定・指定障害児相談支援事業所 

 ２，０００単位／日（月１回を限度） 

 

（２）申請手続き 

 

 

（答） 

 現状、区では 5つの拠点機能について、区の実情に応じたあり方について検討をしている

段階であり、今後、順次、示していきます。 

 

（３）相談強化加算 

 

 

（答） 

 地域生活支援拠点等相談強化加算は、「地域生活支援拠点等の相談機能等を担う事業所」

として市町村に認められた相談支援事業所を対象に、創設された加算です。 

相談支援事業所にコーディネーターの役割を担うものとして相談支援専門員を配置し、相

問３ 具体的な申請手続きはどのように行うのか。 

問４ 地域生活支援拠点等相談強化加算とは何か。 
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談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行った場合に加算の対象と

なります（サービス等利用計画等を作成していない者の対応を行った場合は、サービス等利

用計画等の作成も行う。）。 

※ 短期入所事業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度に加算されます。 

 

２ 計画相談支援、障害児相談支援 

（１）標準担当件数 

 

 

 

 

（答） 

 相談支援専門員 1人当たりの標準担当件数として 35件が設定されましたが、基本報酬の

逓減制が適用されるのは、相談支援専門員１人当たりの取扱件数（１月間の計画作成又はモ

ニタリングを行った計画相談支援対象障害者等の数（前６月の平均値）÷相談支援専門員の

員数（前６月の平均値））が 40件以上となった場合です。 

※指定特定相談支援事業所が指定障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指

定障害児相談支援事業所の利用件数も取扱件数に含めます。 

月ごとの計画相談支援費の減算件数を確認する場合は、世田谷区ホームページに掲載してい

る「報酬減算額確認表」をご利用ください。 

 

【40件を越えた場合の計算方法】 

相談支援専門員 1人当たりの取扱件数が 40 以上である場合において、40 以上の部分に

相談支援専門員の員数（前６月の平均値）を乗じて得た件数（小数点以下の端数は切り捨て

る。）については、サービス利用支援費（Ⅱ）又は継続サービス利用支援費（Ⅱ）として算

定します。 

なお、サービス利用支援費（Ⅰ）（Ⅱ）及び継続サービス利用支援費（Ⅰ）（Ⅱ）の利用者

ごとの割り当てにあたっては、まず、上記の計算方法で算出した件数分について、利用者の

契約日が新しいものから順にサービス利用支援費（Ⅱ）及び継続サービス利用支援費（Ⅱ）

を割り当てます。次に、それ以外の者にサービス利用支援費（Ⅰ）及び継続サービス利用支

援費（Ⅰ）を割り当てます。 

※指定特定相談支援事業所が指定障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指

定特定相談支援事業所における利用者の契約日が新しいものから順に割り当て、その後に指

定障害児相談支援事業所の利用者の契約日が新しいものから順に割り当ててください。 

 

 

 

 

問５ 相談支援専門員１名当たりの標準担当件数（月）が 35 名未満と設定され、こ

れを超える場合は報酬が減額されるとあるが、35 名までは正規の報酬で、36 名以降

については減額という理解でよいか。 
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３ 新旧単価適用期間 

（１）新単価の適用開始 

 

 

 

（答） 

 お見込みのとおりです。 

 

（２）平成３０年度から新単価が適用される対象 

 

 

 

（答） 

 グループホームについては、日中サービス支援型共同生活援助のみ、平成３０年度から新

単価適用となります。 

３０年度から新単価適用となる事業は、療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、

就労定着支援、自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助です。（平成３０年２月

５日第１７回障害福祉サービス等報酬改定チーム資料２、P１０２より) 

 

４ 特定事業所加算 

（１）申請手続き 

 

 

 

（答） 

 特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ）の申請方法は以下のとおりです。 

＜提出先＞ 

世田谷区（市区町村） 

＜提出書類＞ 

①特定事業所加算に係る届出書（相談支援事業所） 

②【別紙】計画相談支援・障害児相談支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状 

況に関する記録（届出書添付用） 

③各要件を満たす根拠となる書類 

＜提出期限＞ 

加算を算定するサービス提供月の前月の１０日が届出の締切です。 

 

 

 

問６ 新単価は施設入所支援利用者、新サービス利用者のみ 30 年度から適用となり、

それ以外は 31 年度から適用という理解でよいか。 

問７ Ｈ３０年度からの新単価適用は施設入所者等及び新サービス利用者とあるが、

グループホームは含まれるのか等、具体例が知りたい。 

問８ 手続き方法、提出書類、その時期等について詳細に提示してほしい。事業所側

の手続きは区と行うのか、国保連と行うのかも併せて確認したい。 
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（２）請求 

 

 

 

（答） 

 お見込みのとおりです。 

 

（３）その他要件 

 

 

 

 

（答） 

 常勤換算の人数ではなく、実人数を指す。そのため、相談支援専門員 A が常勤換算１であ

り、相談支援専門員 Bが常勤換算 0.1である場合、A,Bともに標準担当件数は３５件となり

ます。（東京都確認済） 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

1 基幹相談支援センター等には委託相談支援事業所が想定されています。当面の間、世田

谷区においては基幹相談支援センターが実施する事例検討会に参加する場合は、当該加算

の対象とします。 

２ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会については、基幹相談支援センターが相

談支援事例検討会として、年６回実施しています。参加者の募集などは毎年度、実施に合

わせて基幹相談支援センターからご案内します。 

３ 事例検討会等への参加について、参加をした場合は、「計画相談支援・障害児相談支援

における特定事業所加算に係る規準の遵守状況に関する記録（保存用）」に記載し実施状

況を示した書面を添付しておくことが必要です。事業者に保管が義務付けられている他の

資料と同様に、区で必要があると認めるときは、当該資料を提出することになります。 

 

 

 

 

問９ 特定事業所加算適用が認められた場合、サービス利用支援、継続サービス利用

支援の単位に同加算分を上乗せして請求が可能という理解でよいか。 

問 10 「１月間において相談支援専門員一人当たりの提供件数が４０件未満であるこ

と」とあるが、実数としての一人を指すのか、また常勤換算の人数を指すのか。例え

ば、常勤換算で０．５人であれば、提供件数はどうなるのか。 

問 11 「基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等への参加」について 

1 基幹相談支援センター等に地域障害者相談支援センター、発達障害相談療育セン

ターげんきは含まれるのか。 

2 ここで言う事例検討会等の定義は何か、どういったものか。 

3 参加していることの検査方法はなにか。 
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（答） 

１ 世田谷区における「支援が困難事例」とは、基幹相談支援センターのほか、保健福祉課

などの行政機関から支援が困難という理由から紹介されたケースのことを指します。 

２、３ 困難事例とは、地区の指定相談支援事業所が解決にあたって悩んだり、難しいと感

じたケースで、基本相談、計画相談ができないケースを想定しおります。 

 明確な規定はできませんが、例えばキーパーソンが不在、８０５０問題など複合ケースな

どが考えられます。いずれにしても、基幹相談支援センター、行政機関から上記のような

理由から支援を依頼された場合を困難事例と定義します。 

４ 困難事例の紹介について、「計画相談支援・障害児相談支援における特定事業所加算に

係る規準の遵守状況に関する記録（保存用）」に記載し、紹介を受けた具体的な内容を記

録した書面を添付しておくことが必要です。事業者に保管が義務付けられている他の資料

と同様に、区で必要があると認めるときは、当該資料を提出することになります。 

 

５ 質の高い支援の実施や専門性の高い相談支援体制等を評価する加算 

（１）初回加算 

 

 

 

 

 

（答） 

 初回加算については、 

①新規にサービス等利用計画を作成する計画相談支援対象障害者等に対して指定サービ

ス利用等支援を行った場合 

②サービス等利用計画を作成する月の前６月間において、障害福祉サービス又は地域相談

支援を利用していない計画相談支援対象者に対して指定サービス利用等支援を行った

場合 

上記①、②のいずれかを満たす場合に算定が可能となります。質問の 1、2、3のケースに

おいては、②を満たす場合に加算の算定が可能であると考えられます。 

なお、請求にあたり旧単価が適用される場合は、初回加算を算定できません。 

※平成３０年度中については、療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、就労定着

問 12 「基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介」について 

1 基幹相談支援センター等に地域障害者相談支援センター、発達障害相談療育セン

ターげんきは含まれるのか。 

2 支援が困難な事例の定義、範囲、具体例は何か。 

3 支援が困難な事例は誰が定義するのか（基幹が定義可能なのか）。 

4 検査方法は何か。 

問 13 初回加算について 

1 更新の時に算定できるか。 

2 サービス支給量変更のため計画作成した場 合、算定できるか。 

3 サービス追加のため計画作成した場合、算定できるか。 
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支援、自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助以外のサービス利用者に対して

サービス利用支援又は継続サービス利用支援を実施する場合は、旧単価を適用するため、

初回加算は算定できません。                                                                                                                                

 

（２）医療・保育・教育機関等連携加算 

 

 

 

 

 

（答） 

 国の留意事項通知及び報酬改定等に関するＱ＆Ａによると、「医療・保育・教育機関等連

携加算を算定するには、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成する際に、利用

者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想

定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想

定される。」とある。したがって、当事者の主治医・ＰＳＷ・ＯＴについても連携先の範囲

に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 加算の趣旨において「面談を実施することに限らず、関係機関との日常的な連絡調整に勤

めること」かつ「連絡先と面談するに当たっては、当該障害児やその家族等も出席するよう

努めること」の「いずれの要件も満たすものでなければならない」とあり、また、手続きに

おいて「相手や面談日時、その内容の要旨及び障害児支援利用計画に反映されるべき内容に

関する記録を作成する」とあります。したがって、面談等に電話やメールでの情報提供・協

議は含まれますが、面談を行わず、それのみを理由として加算を算定することはできません。

（留意事項通知 平 24障発 0330第 16 第四の８－(1)及び(3)） 

 

 

 

 

 

問 14 医療・保育・教育機関等連携加算について 

精神障害のある方のサービス等利用計画を作成するに当たり、当事者の主治医やＰＳ

Ｗ・ＯＴから情報を得たり、合同カンファレンスを行ったりすることが多いが、この

加算の対象範囲は、具体的にどの程度の連携を指しているのか。 

問 15 医療・保育・教育機関等連携加算について 

平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改訂の概要（厚生労働省のＨＰより）のＰ５２

～５３に「サービス利用支援等の実施において、障害福祉サービス等以外の医療機関、

保育機関、教育機関等の職員と面談等を行い、必要な情報提供を協議等を行った上で、

サービス等利用計画等を作成した場合に加算する」とあるが、この面談等には、電話

やメールでの情報提供・協議も含まれるのか。 

問 16 医療・保育・教育機関等連携加算について 

情報提供または協議を月末に実施し、翌月初にサービス等利用計画等を作成した場合

はサービス等利用計画等を作成した月での加算の算定は可能か。 
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（答） 

 算定は可能です。ただし、同月において、初回加算を算定する場合又は退院・退所加算を

算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は算定す

ることができません。（留意事項通知 平 24障発 0330第 16 第四の８－(2)） 

 

（３）行動障害支援体制加算 

 

 

 

（答） 

 行動障害支援体制加算は、各都道府県が実施する強度行動障害支援者養成研修（実践研修）

又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を１名以上配置し、行動障害

のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることが要件となる加算です。 

したがって、実際に行動障害を有す利用者にサービスを提供しているかは要件となりません。

（東京都確認済） 

 

（４）精神障害者支援体制加算 

 

 

 

 

（答） 

1 国の留意事項通知によると、「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関す

る研修」とは、（１）地域生活支援事業実施要綱別記 17 に定める精神障害関係従事者養成

研修事業若しくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業、（２）地域生活支

援促進事業実施要綱別記 26 に定める精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修、（３）その他これ

に準ずるものとして都道府県知事が認める研修を指します。 

※具体的な研修名ついては、東京都の「行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・

精神障害者支援体制加算の対象となる研修」を参照（区のホームページに掲載あり）。 

2 資格所持のみでは要件を満たさず、あくまで研修の受講が要件です。 

 

 

 

 

（答） 

 基幹相談支援センターが実施する研修についても、東京都が当該加算の対象として認める

場合があります（精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業として実施し

問 17 行動障害支援体制加算について、利用者の病名に「行動障害」が必須か、また

は「行動障害と思われる」程度でもよいのか。 

問 18 精神障害者支援体制加算について 

1 「必要な研修」の具体例を示してほしい。 

2 精神保健福祉士の資格所持により要件を満たすか。 

問 19 基幹相談支援センターで実施している研修（地域移行及び地域定着支援につい

て）は対象となるのか。 
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ている研修（テーマ別研修②『地域移行及び地域定着支援』）が、当該加算の対象として認

められています）。 

 

（５）入院時情報連携加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 算定の対象となりますが、留意事項通知の手続きにおいて「情報提供を行った日時、場所

（医療機関へ出向いた場所）、内容、提供手段（面談、FAX等）等について記録を作成する」

とあります。したがって、あくまでも医療機関との連携が前提となり、相談支援事業所から

一方的に情報を提供するのみでは、算定の対象外となります。（東京都確認） 

 

 

 

 

（答） 

 入院時情報連携加算は、入院時に利用者の必要な情報（心身の状況・生活環境・その他サ

ービス状況等の情報）を、訪問あるいはその他の方法で医療機関に提供した際に算定できる

加算です。加算の算定にあたっては、利用者１人につき１月に１回を限度とし、情報提供を

行った日時、場所、内容、提供手段等について記録を作成し、５年間保存することが要件と

なっています（詳細については厚労省「留意事項通知」参照）。 

したがって、加算の要件として具体的に「入院初日から○日以内に情報提供すること」とい

った規定はありませんが、「入院時の医療機関への情報提供」を評価する加算の主旨を踏ま

えた上で判断してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改訂の概要（厚生労働省のＨＰより）の

Ｐ52 より「入院時における医療機関との連携を促進する観点から、指定特定相談支援

事業者等が入院時に医療機関が求める利用者の情報を、利用者等の同意を得た上で提

供した場合に加算する」とあるが、「医療機関が求める」について、医療機関に求め

られた時のみ算定が可能なのか。 

また、相談支援事業所から医療機関に伝えておく必要があると判断して自主的に情報

提供する時は算定の対象となるのか。 

問 21 入院時情報連携加算は、例えば、「入院初日から００日以内に提供する情報」

等、条件はあるのか。 
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（６）退院・退所加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 国の留意事項通知によると、「利用者の退院、退所に当たって、当該施設の職員と面談を

行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、サービス等利用計画を作成し、障

害福祉サービス等の利用に関する調整を行い、当該利用者が障害福祉サービス等の支給決定

を受けた場合に加算するものである。」とあるため、「算定にあたっての留意事項」にある「３

回分」については情報収集又は調整等のための面談を行った回数となります。 

なお、面談を行い、情報の提供を受けた場合には、面談相手や面談日時、その内容の要旨及

びサービス等利用計画に反映させるべき内容を記録し、５年間保存することが必要です。 

 

（７）サービス担当者会議実施加算 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

1 サービス担当者会議実施加算は、事前届出が不要な加算であるため、根拠資料の提出は

必要ありません。ただし、サービス担当者会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨

及びそれを踏まえた対応方針に関する記録を作成し保管しておく必要があります。（保存

様式は世田谷区ホームページに掲載しています。） 

2 ４月に新規で計画を作成し、利用者から同意を得た場合は、４月提供分として初回加算

を算定できます。ただし、初回加算は、旧単価を適用する場合は算定できないため注意し

てください。 

3 サービス担当者会議実施加算は、継続サービス利用支援の実施時において、サービス担

当者会議でサービス等利用計画の実施状況について検討を行った場合に算定できる加算

であるため、継続サービス利用支援の実施後に行った場合は加算の対象外です。 

 

問 22 計画相談支援留意事項通知及びＱ＆Ａ⇒退院・退所加算⇒留意事項より 

「第四 ７．退院・退所取扱いについて 

（２）算定にあたっての留意事項 

 退院・退所加算については、入院、入所等の期間中に実施した情報収集又は調整等

に関して、当該利用者のサービス等利用計画の作成に係るサービス利用支援費の算定

に伴せて 3 回分を限度に算定できるものであること。」とあるが、 

この「3回分」は情報収集又は調整等の回数の解釈でよいのか。 

問 23 サービス担当者会議実施加算、初回加算について 

1 サービス担当者会議実施加算について、根拠資料の提出は必要ないのか。 

2 新規の利用者で、３月に計画案を作成し、４月にサービス担当者会議を開催し計

画を作成した場合、初回加算を算定できるか。 

3 ３月にモニタリングをし、３月中にケース会議を行うことが困難で４月以降に行

った場合は、サービス担当者会議実施加算は算定できるか。 
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（８）請求に係る根拠資料等 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 加算を算定する上で、作成する根拠資料についての条件は以下のとおりです。 

・入院時情報連携加算 

情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、FAX 等）

等について記録を作成し、５年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合につ

いては、提出しなければならない。 

・医療・保育・教育連携加算 

医療機関・保育機関・教育機関等の職員と面談を行い情報の提供を受けた場合には、相手や

面談日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作

成し、５年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなけ

ればならない。ただし、作成したサービス等利用計画等において、上記の記録すべき内容が

明確にされている場合は、別途記録の作成を行うことは要しない。 

 

したがって、連携が想定される場合は可能な限りサービス等利用計画に事前に記載するこ

とが望ましいが、あらかじめ計画に記載されていることが加算の算定の条件とはなっていま

せん。 

なお、それぞれの加算の記録作成にあたっては、厚労省の「平成 30 年度障害福祉サービ

ス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（平成 30 年 3月 30日）」別添資料 2」の標準様式を

参照してください。（世田谷区ホームページに掲載しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 事前の届出が必要となる加算は以下のとおりです。 

①特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ） 

問 24 医療・保育・教育連携加算や入院時情報連携加算を請求するにあたって、どの

ような根拠資料を用意しておく必要があるのか。 

 例えば、介護保険では、サービス等利用計画に相当するプランに予め連携が想定さ

れる可能性があれば、事前にプランに留意事項として記載し、実際に実績があった場

合に、請求するよう指導を受けている。 

 計画に記載が無ければ請求できないのか。それとも、実績があれば請求できるのか。

指導監査の視点も含めて教えて欲しい。 

問 25 初回加算やサービス担当者会議実施加算、サービス提供時モニタリング加算な

ど、新設の加算について、これら加算を請求する際に、その根拠となる区への提出書

類（モニタリング報告書等か）はあるのか。またその手続きの詳細について提示して

ほしい。また、今後初めて加算を申請する際の手続きは、区と行うのか、国保連と行

うのか、国保連と行うのか確認したい。またその際の手続きの流れ等について示して

ほしい。 
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②行動障害支援体制加算 

③要医療児者支援体制加算 

④精神障害者支援体制加算 

 

①～④の加算の申請方法は以下のとおりです。 

＜提出先＞ 

世田谷区（市区町村） 

＜提出書類＞ 

・計画相談支援各種加算届出書 

・【別紙】特定事業所加算・各支援体制加算に係る基準の遵守状況に関する記録（届出書 

添付用） 

・各要件を満たす根拠となる書類 

＜提出期限＞ 

加算を算定するサービス提供月の前月の１０日が締切 

 

したがって、①～④以外の新設の加算については、算定時に届出書や根拠資料を提出する

必要はありません。ただし、算定根拠となる記録の作成・保存が要件となっている加算があ

るため注意してください。 

※各加算の要件については、厚生労働省「留意事項通知」（障発 0330 第 4 号 平成 30 年 3

月 30日）等を参照してください。 

※各加算の要件となっている記録の作成にあたっては、厚生労働省「平成 30 年度障害福祉

サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（平成 30年 3月 30日）」別添資料 2」の参

考様式を参照してください。（世田谷区ホームページに掲載しています。） 

 

（９）請求 

 

 

（答） 

 厚労省の「報酬改定等に関するＱ＆Ａ」によると、入院時情報連携加算・居宅介護支援事

業所等連携加算・サービス提供時モニタリング加算については、当該利用者について基本報

酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能です。 

ただし、特定事業所加算等の体制加算については、基本報酬にのみ加算され、上記加算に

対して算定することができないため注意してください。 

 

（10）共通 

 

 

 

問 27 各加算の要件、届出の様式、記録の様式等を確認するには、何の資料を参考に

すれば良いのか 

問 26 基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。 
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（答） 

 各加算の内容、要件、記録等の様式については、厚生労働省「留意事項通知」（障発 0330

第 4号 平成 30 年 3月 30 日）及び厚生労働省「平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定等

に関するＱ＆Ａ VOL.１（平成 30年 3月 30日）」等の資料を参照してください。 

なお、厚労省の「留意事項通知」及び「Ｑ＆Ａ」等に記載された内容をまとめた資料及び

保存様式を、世田谷区のホームページに掲載しています。 

 

６ その他の加算 

（１）地域体制強化共同支援加算 

 

 

（答） 

 地域体制強化共同支援加算は、拠点等における地域の体制づくりの機能を強化する観点か

ら、支援が困難な利用者等に対して、相談支援事業所の相談支援専門員と福祉サービス等を

提供する事業者の職員等が、当該利用者についての情報共有及び支援内容の検討を行った上

で、在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して実施するとともに、地域課題を整理し協

議会等に報告を行った場合を評価する加算です。 

※ 月 1回を限度に加算となります。 

※ 当該加算は、相談支援事業所のみが算定できるものであるが、当該指定障害児相談支援

事業所の支援等に係る業務負担のみを評価するものではなく、その他の支援関係者の業務

負担も評価する趣旨であるため、その他の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用

については、当該指定障害児相談支援事業所が負担することが望ましい、とあります。 

 

７ 自立生活援助 

（１）対象 

 

 

 

（答） 

 自立生活援助の対象者は一人暮らしもしくは、家族と同居しているが、家族に疾病、障害

等があり、家族による支援が、見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、

自立生活援助による支援が必要な者とされています。そのため、介護者である両親が逝去し

たケース、また、両親が施設に入所したケースについては、一人暮らしとなるのであれば対

象となります。また、このような状況を見据え一人暮らしとなった場合でも、一人暮らしや

地域生活を継続することが困難と認められる場合については対象になります。 

 

 

 

問 28 地域体制強化共同支援加算とは何か。 

問 29 介護者である両親の逝去や施設入所によって独居となった方、または、このよ

うな状況を見据えて独居を開始した方も対象になるか。 
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（答） 

 自立生活援助は、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分でない障害者の一人

暮らしを支援するサービスであり、手帳用件はありません。ただし、精神病院等の障害者総

合支援法に規定する施設以外から地域移行される場合などは、医師の意見書や診断書を求め

る場合があります。 

 

 

 

（答） 

 国の通知「自立生活援助に向けた留意点」によると、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、

児童福祉施設、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、更正施設、刑事施設、少年院、

更正保護施設、自立更正促進センター、就業支援センター、自立準備ホームが挙げられてい

ます。 

 

 

 

 

（答） 

 国の通知「自立生活援助に向けた留意点」によると、「地域移行支援の対象用件に該当す

る障害者施設に入所していた者や、精神科病院に入院していた者等でえあり、理解力や生活

力を補う観点から支援が必要な場合」「人間関係や環境の変化等によって、一人暮らしや地

域生活を継続することが困難と認められる場合（家族の死亡、入退院の繰り返し等）」が挙

げられています。 

 

（２）人員に関する基準等 

 

 

（答） 

 人員に関する基準は以下のとおりです。 

１ 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、１以上 

 なお、利用者数が 25又はその端数を増すごとに１とすることを標準とする。 

２ サービス管理責任者 イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに

掲げる数 

問 30 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移

行した障害者等、について障害者等の対象について 

1 手帳要件はあるのか。なくても対象者になりえるか。 

2 対象者具体的範囲はなにか（高次脳機能障害は含まれるのか）。 

問 31 対象者のうち、精神病院等の等に該当する施設とは具体的には、何を指すのか。 

問 32 対象者のうち、自立生活援助による支援が必要な者の具体的な例を教えて欲し

い。 

問 33 人員に関する具体的な規準は何か。 
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 イ 利用者の数が 30以下 1以上 

 ロ 利用者の数が 3１以上 1 に、利用者数が 30 を越えて 30 又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上 

 

 

 

（答） 

 国の通知「自立生活援助に向けた留意点」によると、サービス管理責任者研修において、

地域生活（知的・精神）分野の講義を受講した者を要件とする。なお、業務の客観性を担保

する観点から、「地域生活支援員」との兼務は認めない。と表記されています。 

 

 

 

（答） 

 国の通知「自立生活援助に向けた留意点」によると、原則として、専従とする。ただし、

サービス提供に支障がない場合は、従業者を当該自立生活援助の管理者や他の事業所又は施

設等の職務に従事させることができるものとする。なお、相談支援事業所の従業者、併設す

る他の障害福祉サービス事業所又は障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者の

職務と兼務する場合については、業務に支障がない場合として認めるものとする。（他の事

業所における兼務の要件に留意すること）と表記されています。 

 

 

 

（答） 

 自立生活援助事業所の従業員は、原則として専従となりますが、相談支援事業所の従事者

の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合認めることとしています。 

 また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が

要件となっていますが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務し

ても差し支えないとなっています。 

なお、相談支援事業所の特定事業所加算を算定するにあたり、当該兼務職員の配置を含め

て算定要件を満たしている場合には、自立生活援助の福祉専門職員配置等加算の算定要件に

は、当該兼務職員を含められないことに留意することとなっています。（国ＨＰ「平成３０

年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.３（平成３０年５月２３日）」より） 

 

（３）実施方法 

 

 

 

問 34 自立生活援助のサービス管理責任者の資格要件は何か。 

問 35 他の事業所との兼務は可能なのか。 

問 37 特定相談事業所として利用者宅へ訪問しモニタリングを実施する前後の時間

で、連続して自立生活援助を実施することは制度上可能か。 

問 36 計画相談支援と自立生活援助の兼務は可能か。 
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（答） 

 可能です。 

ただし、モニタリングと自立生活援助の時間の切り分けを行い、後に確認できるよう記録

に残してください。 

また、相談支援専門員と生活支援員の兼務が前提にあるかと思いますが、兼務については、

問 36をご確認ください。 

 

 

 

 

 

（答） 

 可能です。 

ただし、居宅介護と自立生活援助の時間の切り分けを行い、後に確認できるよう記録に残

してください。 

また、生活支援員の兼務が前提にあるかと思いますが、兼務については、問 35 をご確認

ください。 

 

 

 

 

 

（答） 

1 国通知「平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（平成３０

年３月３０日）」によると、自立生活援助は、障害者の理解力や生活力を補う観点から、

居宅で生活する障害者が地域生活を継続する上で必要な情報提供、助言並びに相談等の支

援及び関係機関や地域住民との連絡調整を行うものである、とされています。また、国通

知「自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助について（平成３０年２月２１日）」

によると、定期的な居宅訪問や随時の対応等により利用者の日常生活における課題を把握

し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等を行う、利用者の状況に応じて、

携帯電話等により直接利用者又はその家族等と常時の連絡体制を確保しなければならな

い、とあります。 

  以上より、訪問、相談に加えて、利用者の日常生活における課題把握や関係機関との連

絡調整を行い、必要に応じて、常時の連絡体制の確保をする必要があります。 

2 自立生活援助では、理解力や生活力等が十分でない１人暮らしの障害者に対して、より

細やかな支援をするために、定期的な訪問等を実施することを趣旨としています。定期的

な訪問等の中で、課題把握を実施し、適切に関係機関（指定一般・指定特定相談支援事業

所等）に連絡調整をしていくことが求められています。 

問 38 居宅介護事業者として利用者宅へ訪問し居宅介護を提供する前後の時間で、連

続して自立生活援助を実施することは制度上可能か。 

問 39 自立生活援助について 

1 訪問・相談以外に、具体的にどのような役割を持つ事業なのか。 

2 指定特定相談支援事業所との関係性・連携のあり方について教えてほしい。 
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（４）申請・届出 

 

 

 

（答） 

 国通知「自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助について（平成３０年２月２

１日）」に、自立生活援助の実施主体は、指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪

問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る）、

指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者であることを要件としている、とあるため、既

存の事業所等が整備・手続きをすることで、指定の取得ができるものとなっています。 

 

８ モニタリング・セルフプラン 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 支給期間が切れる月にサービスを継続する計画を作成する場合は、サービス等利用計画が

必要になり、「サービス利用支援」を算定します。 

 

 

 

 

（答） 

  

 

 

（答） 

 国が示すＱ＆Ａでは、これまで「モニタリングについては、支給決定の更新や変更が必要

となる場合、モニタリング期間を設定しなおす必要がある場合、その他市区町村がモニタリ

ング結果報告を求める場合」について報告を求めていましたが、今回の報酬改訂では、継続

サービス利用支援等によるモニタリング結果について、市町村に対して報告する。と明記が

されています。今後、国のＱ＆Ａの更新等に合わせて、世田谷区において事務運用を見直す

際は、改めて周知いたします。 

 

 

問 40 全く新しい事業所として申請、設立認可を受ける事業所か。または既存の相談

事業所等が何らかの手続き・整備をすることで、当事業を受託できるのか。 

問 41 計画相談支給期間は３年となっている。短期入所・居宅支援は、支給期間が１

年なので、支給期間が切れる月にサービスと利用計画を作成、提出しているが、先日、

計画相談支給期間内であれば、モニタリング報告書でよいとの話しが支所の保健福祉

課よりあった。短期・居宅のサービス継続時に必要なのは、計画とモニタリング報告

書のどちらか。報酬が異なるため、ぜひ知りたい。 

問 42  

1 モニタリング結果は区市町村に対して報告すると、マニュアルの説明のＱ＆Ａで

は、毎回でないとしている。どちらが正しいのか。 

2 モニタリング報告書の区への提出について、これまで通り、「必要な時に提出＝支

給決定の更新や変更が必要な場合、モニタリング期間を設定し直す必要がある時、

その他区が求める場合」という理解でよいか。 
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（答） 

1 基幹相談支援センターにおいて、実施します。 

2 検証方法は具体化に向けて、検討中ですが、別途、詳細については、ご案内予定です。 

なお令和２年度において、まず現在の状況把握のために、モニタリング等の資料提出の 

ご協力をいただき、検証方法を具体化していく予定です。 

3 基幹相談支援センター等には、地域障害者相談支援センターなどが含まれると認識して

います。世田谷区では、当面基幹相談支援センターにて実施してまいります。 

4 ここで言う事例検討等については、特定事業所加算の要件である事例検討会、地域生活

支援拠点等における（５）地域の体制づくりの機能強化：地域体制強化共同加算の支援困

難事例等の課題検討とは別のものです。具体的内容については、別途ご案内予定です。 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

（答） 

 実態に合わせて頻度設定の提案をしてください。 

 

 

 

 

問 43 「市町村は、報告を受けたモニタリング結果を抽出し、事例検討等によりモニ

タリング内容について検証等を行う。※検証等については基幹相談支援センター等に

委託可。」につき、 

1 どこが実施するのか 

2 検証の方法はどうやるのか 

3 基幹等に地域相談支援センター、げんきは含まれるのか。 

4 ここで言う事例検討等とはどういったものか 

問 44 区のモニタリング頻度の標準の適用開始については、平成 30 年度に受給者証

の更新があった場合に、それ以降のモニタリングから適用する、という理解でよいか。

今年度までに受給決定されており、モニタリング頻度が確定している方については、

次の更新までは現行のモニタリング頻度でよいか。 

問 45 一般就労をしている知的障害のある方で、実際には利用していないが、「お守

り」として、短期入所の受給をしている方が多くいる。短期入所の利用実績はない方

が多いが、こうした方も標準設定に従い、4 ヶ月毎のモニタリングになるか。または

本人、家族と相談員が協議し、現行のまま 6 ヶ月毎という頻度を提案してもよいか。 
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（答） 

 基幹相談支援センターが実施します。抽出数、方法、頻度は実施開始時期に合わせてご案

内します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 46 セルフプランにより支給決定されている事例について、基幹相談支援センター

等による事例検討等において一定数を検証、とあるが、 

1 検証はどこが行なうか 

2 一定数の抽出数、抽出方法、抽出頻度は 

3 基幹等に地域障害者相談支援センター、げんきは含まれるのか 

4 ここで言う事例検討等とはどういったものか 
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平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問合せ先一覧 

 

【電話番号】 

障害保健福祉課 障害保健福祉担当 ℡５４３２－２３８７ 

障害施策推進課 事業担当 ℡５４３２－２４１３ 

 

項目 問ＮＯ 担当課 担当係 

地域生活支援拠点 

問１ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問２ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３ 障害施策推進課 事業担当 

問４ 障害施策推進課 事業担当 

計画相談支援、障害児相談支援 問５ 障害施策推進課 事業担当 

新旧単価適用期間 
問６ 障害施策推進課 事業担当 

問７ 障害施策推進課 事業担当 

特定事業所加算 

問８ 障害施策推進課 事業担当 

問９ 障害施策推進課 事業担当 

問１０ 障害施策推進課 事業担当 

問１１ 障害施策推進課 事業担当 

問１２ 障害施策推進課 事業担当 

質の高い支援の実施や専門性の高い相談支

援体制等を評価する加算 

問１３ 障害施策推進課 事業担当 

問１４ 障害施策推進課 事業担当 

問１５ 障害施策推進課 事業担当 

問１６ 障害施策推進課 事業担当 

問１７ 障害施策推進課 事業担当 

問１８ 障害施策推進課 事業担当 

問１９ 障害施策推進課 事業担当 

問２０ 障害施策推進課 事業担当 

問２１ 障害施策推進課 事業担当 

問２２ 障害施策推進課 事業担当 

問２３ 障害施策推進課 事業担当 

問２４ 障害施策推進課 事業担当 

問２５ 障害施策推進課 事業担当 

問２６ 障害施策推進課 事業担当 

問２７ 障害施策推進課 事業担当 

その他の加算 問２８ 障害施策推進課 事業担当 
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項目 問ＮＯ 担当課 担当係 

自立生活援助 

問２９ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３０ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３１ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３２ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３３ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３４ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３５ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３６ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３７ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３８ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問３９ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問４０ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

モニタリング・セルフプラン 

問４１ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問４２ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問４３ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問４４ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問４５ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 

問４６ 障害保健福祉課 障害保健福祉担当 
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様式集 

 

【特定事業所加算関係】 
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【各支援体制加算関係】 
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【入院時情報提供書】 

 



 36 / 41 

 

 

 

 



 37 / 41 

 

 

【退院・退所加算保存様式】 
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【居宅介護支援事業所等連携加算保存様式】 
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【医療・保育・教育連携加算保存様式】 
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【サービス担当者会議記録保存様式】 
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【サービス提供時モニタリング記録保存様式】 

 


