障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案
新旧対照条文 目次

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）（抄）（第一条関係）
○ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（抄）（第二条関係）
○ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）（抄）（附則第十二条関係）
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）（抄）（附則第十三条関係）
○ 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）（抄）（附則第十四条関係）
○ 精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）（抄）（附則第十四条関係）
○ 社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）（抄）（附則第十五条関係）
○ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号）（抄）
（附則第十六条関係）
○ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）（抄）
（附則第十七条関係）
○ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成二十三年法律第七十九号）（抄）
（附則第十八条関係）
○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成二十四年法律第五十号）（抄）
（附則第十九条関係）
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（新設）
第三章～第十章
附則

（傍線の部分は改正部分）

行

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、
重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期
入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サー
ビス事業」とは、障害福祉サービス（障害者支援施設、独立行政
法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律
第百六十七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重
度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみ
の園」という。）その他厚生労働省令で定める施設において行わ
れる施設障害福祉サービス（施設入所支援及び厚生労働省令で定
める障害福祉サービスをいう。以下同じ。）を除く。）を行う事

（略）

目次
第一章 （略）
第二章 自立支援給付
第一節～第五節 （略）
第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給（第七十六条の
二）

現

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）（抄）（第一条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
目次
第一章 （略）
第二章 自立支援給付
第一節～第五節 （略）
第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給（第七十六条の
二）
第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及
び公表（第七十六条の三）
第三章～第十章 （略）
附則
第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、
重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期
入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービ
ス（障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の
規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
が設置する施設（以下「のぞみの園」という。）その他厚生労働
省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス（施設
入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以
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下同じ。）を除く。）を行う事業をいう。
２ （略）
３ この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者
その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省
令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として厚生
労働省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その
他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護
を総合的に供与することをいう。
４～
（略）
（略）

（略）

12

この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援と
して厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇
用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当
該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主
、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡
調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共
同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障
害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に

業をいう。
２ （略）
３ この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者
その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省
令で定めるものにつき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介
護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中
の介護を総合的に供与することをいう。

４～
（略）
この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害
者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他
の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上
のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与す
ることをいう。
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用
されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するととも
に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び
能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便
宜を供与することをいう。
（新設）
12

（新設）
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13

14

13

14
15

16

この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主と
して夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴
、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことを
いう。
・
（略）
この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、の
ぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める
施設に入所している障害者又は精神科病院（精神科病院以外の病
院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第四項に
おいて同じ。）に入院している精神障害者その他の地域における
生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生
労働省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における
生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で
定める便宜を供与することをいう。
～
（略）
26

17

（報告等）
第九条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めると
きは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障
害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれ
らの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出
若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは

18 16
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つき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問に
より、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行う
ことをいう。
（略）

・
（略）
この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、の
ぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める
施設に入所している障害者又は精神科病院（精神科病院以外の病
院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第六項に
おいて同じ。）に入院している精神障害者その他の地域における
生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生
労働省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における
生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で
定める便宜を供与することをいう。
～
（略）
28

19

（略）

20 18

15

19

17

21

第十条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めると
きは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自
立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは
修理（以下「自立支援給付対象サービス等」という。）を行う者
若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対
し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、
又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援
給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り
、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
（略）
２

（略）

、これを提示しなければならない。
３ （略）

（略）

第十条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めると
きは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自
立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売若しくは修理（
以下「自立支援給付対象サービス等」という。）を行う者若しく
はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報
告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当
該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対
象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その
設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２

（厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等
に関する調査等）
第十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関し
て必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若し
くは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立
支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告
若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該
職員に質問させることができる。
２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要
があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者
若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対
象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービ
ス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を
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（指定事務受託法人）
第十一条の二 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、
法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適
正に実施することができると認められるものとして都道府県知事
が指定するもの（以下「指定事務受託法人」という。）に委託す
ることができる。
一 第九条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項に
規定する事務（これらの規定による命令及び質問の対象となる
者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るも
の並びに当該命令及び当該立入検査を除く。）
二 その他厚生労働省令で定める事務（前号括弧書に規定するも
のを除く。）
２ 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった
者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。
３ 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事する
ものは、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用
については、法令により公務に従事する職員とみなす。
４ 市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなけ
ればならない。
５ 第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う
同条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定に
よる質問について準用する。
前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事
６

命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
３ （略）

（新設）
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項は、政令で定める。
（申請）
第二十条 （略）
２・３ （略）
４ 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者
等の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ
るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら
れる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。）若しくは前
項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当
な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏ら
してはならない。
５ 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者
等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務
に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令に
より公務に従事する職員とみなす。
（略）
６

（介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給
付費の支給）
第二十八条 （略）

（申請）
第二十条 （略）
２・３ （略）
４ 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者
等の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ
るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら
れる者を含む。以下同じ。）若しくは前項の厚生労働省令で定め
る者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託
業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

５ 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者
等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務
に従事するものは、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の
罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
６ （略）

（介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給
付費の支給）
第二十八条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる
障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給す
る給付とする。
一 居宅介護
二 重度訪問介護
三 同行援護
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２ 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害
福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給
付とする。
一 （略）
二 （略）
三 （略）
四 就労定着支援
五 自立生活援助
六 （略）

市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民

（介護給付費又は訓練等給付費）
第二十九条 （略）
２～５ （略）
６ （略）

７

四 行動援護
五 療養介護（医療に係るものを除く。）
六 生活介護
七 短期入所
八 重度障害者等包括支援
九 施設入所支援
２ 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害
福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給
付とする。
一 自立訓練
二 就労移行支援
三 就労継続支援
（新設）
（新設）
四 共同生活援助

（介護給付費又は訓練等給付費）
第二十九条 （略）
２～５ （略）
６ 市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は
訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の厚生労働大
臣が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準（指定
障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。）又は第四十四
条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備
及び運営に関する基準（施設障害福祉サービスの取扱いに関する
部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとする。
市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険
７
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８

法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定す
る国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に委託す
ることができる。
（略）

８

健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項
に規定する国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）
に委託することができる。
（略）

（指定障害福祉サービス事業者の指定）
第三十六条 （略）

３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各
号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）の
いずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定
をしてはならない。
一～五の二 （略）
六 申請者が、第五十条第一項（同条第三項において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。）又は第五十一条の二十
九第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り
消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に
係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定に
よる通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサ

（指定障害福祉サービス事業者の指定）
第三十六条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指
定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事
業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉
サービス事業を行う事業所（以下この款において「サービス事業
所」という。）ごとに行う。
２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス
（以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」
という。）に係る前項の申請は、当該特定障害福祉サービスの量
を定めてするものとする。

２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス
（以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」
という。）に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業
者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものと
する。
３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各
号（療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。）の
いずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定
をしてはならない。
一～五の二 （略）
六 申請者が、第五十条第一項（同条第三項において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。）、第五十一条の二十九
第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により
指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過し
ない者（当該指定を取り消された者が法人である場合において
は、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十
八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当
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該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政
令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当
該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該
指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知
があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取
消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）である
とき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事
業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由とな
った事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福
祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の
状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業
者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する
指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め
られるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を
除く。
七 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下
この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な
影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（
以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者
の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質
的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の
所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しく
はその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働
省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める
密接な関係を有する法人をいう。）が、第五十条第一項、第五
十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六

ービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下
「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算し
て五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が
法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内
に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五
年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定
の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのう
ち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の
発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による
業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に
関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程
度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しな
いこととすることが相当であると認められるものとして厚生労
働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下
この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な
影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（
以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者
の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質
的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の
所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しく
はその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働
省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める
密接な関係を有する法人をいう。）が、第五十条第一項又は第
五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定により指定を取
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項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算し
て五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、
指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の
取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止す
るための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制
の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指
定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して
、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととする
ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定め
るものに該当する場合を除く。
八 申請者が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若し
くは第二項又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消
しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった
日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま
での間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若し
くは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の
日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九～十三 （略）
４ （略）
５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請が
あった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス
事業所の所在地を含む区域（第八十九条第二項第二号の規定によ
り都道府県が定める区域をいう。）における当該申請に係る種類
ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当
該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都
道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量
に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によって

り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない
とき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事
業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由とな
った事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福
祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の
状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業
者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する
指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め
られるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を
除く。
八 申請者が、第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若
しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続
法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日
又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二
項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による
事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理
由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経
過しないものであるとき。
九～十三 （略）
４ （略）
５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請が
あった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス
事業所の所在地を含む区域（第八十九条第二項第二号の規定によ
り都道府県が定める区域とする。）における当該申請に係る指定
障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県
が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若し
くは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達し
ているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超え
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これを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障
害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、
第二十九条第一項の指定をしないことができる。

ることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画
の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条
第一項の指定をしないことができる。

２

（指定障害福祉サービス事業者の指定の変更）
第三十七条 指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の
指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは
、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請
することができる。
２

（指定障害者支援施設の指定の変更）
第三十九条 指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の
指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき
、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、あら
かじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定障害者支
援施設に係る同項の指定の変更を申請することができる。
２ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があ
った場合について準用する。この場合において、必要な技術的読
替えは、政令で定める。

（指定障害福祉サービス事業者の指定の変更）
第三十七条 指定障害福祉サービス事業者（特定障害福祉サービス
に係るものに限る。）は、第二十九条第一項の指定に係る障害福
祉サービスの量を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労
働省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス事業者
に係る同項の指定の変更を申請することができる。
（略）

（指定障害者支援施設の指定の変更）
第三十九条 指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の
指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき
、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生
労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請するこ
とができる。
２ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があ
った場合について準用する。この場合において、必要な技術的読
替えは、政令で定める。

（公示）
第五十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示
しなければならない。
一～三 （略）
四 前条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の
規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施

（略）

（公示）
第五十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示
しなければならない。
一～三 （略）
四 前条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）又
は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事
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業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。
（地域相談支援給付費）
第五十一条の十四 （略）
２～５ （略）
６ （略）

設の指定を取り消したとき。

８

（地域相談支援給付費）
第五十一条の十四 （略）
２～５ （略）
６ 市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の
請求があったときは、第三項の厚生労働大臣が定める基準及び第
五十一条の二十三第二項の厚生労働省令で定める指定地域相談支
援の事業の運営に関する基準（指定地域相談支援の取扱いに関す
る部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとする。
７ 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託
することができる。
（略）

８

７ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合
会に委託することができる。
（略）
（計画相談支援給付費）
第五十一条の十七 （略）
２～４ （略）
５ （略）

７

（公示）
第五十一条の三十

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨

（計画相談支援給付費）
第五十一条の十七 （略）
２～４ （略）
５ 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の
請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第
五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支
援の事業の運営に関する基準（指定計画相談支援の取扱いに関す
る部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとする。
６ 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託
することができる。
（略）

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨

６ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合
会に委託することができる。
（略）
７

（公示）
第五十一条の三十
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を公示しなければならない。
一・二 （略）
三 前条第一項又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般
相談支援事業者の指定を取り消したとき。
２ 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければな
らない。
一・二 （略）
三 前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取
り消したとき。

２ 補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入又は修理をした
補装具について、補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を
勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（そ
の額が現に当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を超える
ときは、当該現に補装具の購入又は修理に要した費用の額。以下
この項において「基準額」という。）を合計した額から、当該補

を公示しなければならない。
一・二 （略）
三 前条第一項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取
り消したとき。
２ 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければな
らない。
一・二 （略）
三 前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取
り消したとき。

第七十六条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があっ
た場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて
、当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であると
認めるときは、当該障害者又は障害児の保護者（以下この条にお
いて「補装具費支給対象障害者等」という。）に対し、当該補装
具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給する。
ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯
員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であると
きは、この限りでない。

第七十六条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があっ
た場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて
、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理（以下この条及
び次条において「購入等」という。）を必要とする者であると認
めるとき（補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによるこ
とが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。）
は、当該障害者又は障害児の保護者（以下この条において「補装
具費支給対象障害者等」という。）に対し、当該補装具の購入等
に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請
に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定
める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りで
ない。
２ 補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具
について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して厚生
労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当
該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補
装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」
という。）を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の
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家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額（当該
政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を
超えるときは、当該相当する額）を控除して得た額とする。

装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌
して政令で定める額（当該政令で定める額が基準額を合計した額
の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額）を控
除して得た額とする。
３～６ （略）

（略）

３～６

２ 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支
給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関
し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入又は修理に

第七十六条の二 市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サ
ービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対
象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入又は修理
に要した費用の合計額（それぞれ厚生労働大臣が定める基準によ
り算定した費用の額（その額が現に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に要した額）の合計額を限度とする。）から当該費用
につき支給された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護
給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除し
て得た額が、著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に
対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
（新設）
（新設）

第七十六条の二 市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービ
ス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サ
ービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費
用の合計額（それぞれ厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額（その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現
に要した額）の合計額を限度とする。）から当該費用につき支給
された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護給付等のう
ち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が
、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービ
ス等給付費を支給する。
一 支給決定障害者等
二 六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス（介
護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス
に相当するものとして政令で定めるものに限る。）に係る支給
決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等
対象サービス（障害福祉サービスに相当するものとして政令で
定めるものに限る。）を受けているもの（支給決定を受けてい
ない者に限る。）のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の
程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの
２ 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支
給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関
し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入等に要する
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費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報
告及び公表
第七十六条の三 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援
事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等
の設置者（以下この条において「対象事業者」という。）は、指
定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援
（以下この条において「情報公表対象サービス等」という。）の
提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象サービス
等情報（その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公
表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する
情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しよ
うとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等
を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものと
して厚生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。）
を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所
在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働
省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければな
らない。
３ 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要がある
と認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確
認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対
し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず
４

要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
（新設）

（新設）
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、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず
、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者
に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又
はその調査を受けることを命ずることができる。
５ 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定
による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市
町村長に通知しなければならない。
６ 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一
般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規
定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業
者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取
り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を
停止することができる。
７ 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定によ
る命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の
指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部
の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付し
て、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
８ 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用
しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービ
ス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス
等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情
報（情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。）であ
って厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から
提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものと
する。
（基本指針）

（基本指針）
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（略）

第八十七条

２

（略）

（略）

３ 基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基
本指針と一体のものとして作成することができる。
（ 略）
４

５・６
（市町村障害福祉計画）
第八十八条 （略）
２ （略）

第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並び
に市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、
自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため
の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとす
る。
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基
本的事項
二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地
域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第
一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確
保するために必要な事項
（新設）

３ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更
しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他
の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとす
る。
４・５ （略）

（市町村障害福祉計画）
第八十八条 （略）
２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る目標に関する事項
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３

（略）

（ 略）

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の
数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
５

６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に
規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成すること
ができる。
（ 略）
７

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又
は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか
、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は
指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方
策
二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は
指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の
職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機
関との連携に関する事項
４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の
数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければな
らない。
５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、
その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これ
らの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努める
ものとする。
（新設）

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定す
る市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域
福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉
に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければなら
ない。
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８ （略）
９ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この
項及び第八十九条第七項において「協議会」という。）を設置し
たときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場
合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければ
ならない。
～
（略）
（都道府県障害福祉計画）
第八十九条 （略）
２ （略）

12

３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほ
か、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域
相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相
談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向
上のために講ずる措置に関する事項
三 （略）

７ （略）
８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この
項及び第八十九条第六項において「協議会」という。）を設置し
たときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場
合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければ
ならない。
９～
（略）
11

（都道府県障害福祉計画）
第八十九条 （略）
２ 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体
制の確保に係る目標に関する事項
二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の
指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支
援の種類ごとの必要な量の見込み
三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほ
か、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域
相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相
談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向
上のために講ずる措置に関する事項
三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のた
めに講ずる措置に関する事項
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10

四 （略）

四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域
相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保
に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハ
ビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連
携に関する事項
（新設）

４ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定
する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害
者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでな
ければならない。
５ 都道府県障害福祉計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五
号）第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科
病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなけ
ればならない。
６～８ （略）

４ 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一
項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成す
ることができる。
（略）
５

７～９

（都道府県知事の助言等）
第九十条 （略）
２ 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作
成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上重要な技術的事項
について必要な助言をすることができる。

（略）

（略）

（都道府県知事の助言等）
第九十条 （略）
２ 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作
成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事
項について必要な助言をすることができる。

（連合会の業務）
第九十六条の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほ
か、第二十九条第七項（第三十四条第二項において準用する場合

６

（連合会の業務）
第九十六条の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほ
か、第二十九条第七項（第三十四条第二項において準用する場合
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第百十四条 第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の
提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若
しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受
託法人の職員の第十一条第二項の規定による質問に対して、答弁

第百十条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提
出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若し
くは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託
法人の職員の第十一条第一項の規定による質問に対して、答弁せ
ず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処す
る。

第百九条 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委
員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者
が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービ
ス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
２ 第十一条の二第二項、第二十条第四項（第二十四条第三項、第
五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する
場合を含む。）又は第七十七条の二第六項の規定に違反した者は
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

を含む。）、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六
項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等
給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相
談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。

第百十四条 第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の
提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に
対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下
の過料に処する。

第百十条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提
出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対
して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下
の罰金に処する。

第百九条 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委
員又はこれらの委員であった者が、正当な理由なしに、職務上知
り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又
は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。
２ 第二十条第四項（第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及
び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。）及び第
七十七条の二第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。

を含む。）、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六
項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等
給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相
談支援給付費の支払に関する業務を行う。
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せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処す
る。

則

第百十五条 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一
項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一
項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第九条第
一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることがで
きる。
２ 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第十条第一項の規定
による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項
の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定
により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十条第一項の規
定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若
しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
（略）
３
附

第三十九条 当分の間、附則第三十五条の規定による改正後の身体
障害者福祉法（以下この条及び附則第四十一条において「新法」
という。）第九条第二項中「第十八条第二項の規定により入所措
置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置
」と、「又は同条第十一項」とあるのは「若しくは同条第十一項

第百十五条 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一
項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若し
くは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を
設けることができる。

（略）

２ 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第十条第一項の規定
による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽
の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若し
くは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けるこ
とができる。
３

附 則

第三十九条 当分の間、附則第三十五条の規定による改正後の身体
障害者福祉法（以下この条及び附則第四十一条において「新法」
という。）第九条第二項中「第十八条第二項の規定により入所措
置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置
」と、「又は同条第十一項」とあるのは「若しくは同条第十一項
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２

」と、「）に入所して」とあるのは「）に入所し、又は同条第十
五項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は
生活保護法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は生活保
護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特
定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして
」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条
第三項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「
第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した
」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第四項中「入所し
て」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。
（略）

２

第五十六条 当分の間、附則第五十二条の規定による改正後の知的
障害者福祉法（以下この条及び附則第五十八条において「新法」
という。）第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により
入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第
二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政
法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若
しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」
と、「）に入所して」とあるのは「）に入所し、又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十五
項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は生
活保護法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は生活保護
法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定
施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」
と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第
三項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるの
は「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入

」と、「）に入所して」とあるのは「）に入所し、又は同条第十
七項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は
生活保護法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は生活保
護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特
定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして
」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条
第三項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「
第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した
」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第四項中「入所し
て」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。
（略）

第五十六条 当分の間、附則第五十二条の規定による改正後の知的
障害者福祉法（以下この条及び附則第五十八条において「新法」
という。）第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により
入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第
二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政
法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若
しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」
と、「）に入所して」とあるのは「）に入所し、又は障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十七
項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は生
活保護法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は生活保護
法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定
施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」
と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第
三項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるの
は「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入
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所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は
入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し
、又は入居して」とする。
（略）

２

所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は
入居をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入所し
、又は入居して」とする。
（略）

２

第八十一条 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活
保護法（以下この条において「新法」という。）第八十四条の三
中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）
」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百
二十三号）第五条第十五項に規定する共同生活援助（以下この条
において「共同生活援助」という。）を行う住居に入居している
者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「
第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により
共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第十六条
第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活
援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続
き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は
入居して」とする。
２・３ （略）

（削る）

第八十一条 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活
保護法（以下この条において「新法」という。）第八十四条の三
中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）
」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百
二十三号）第五条第十七項に規定する共同生活援助（以下この条
において「共同生活援助」という。）を行う住居に入居している
者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「
第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により
共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第十六条
第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活
援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続
き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は
入居して」とする。
２・３ （略）
第八十五条

第八十五条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定に
よりなお従前の例により運営をすることができることとされた附
則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則
第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設（附則第五十二
条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定

- 24 -

当分の間、国民健康保険法第百十六条の二第一項中「又は施設
」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあ
るのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十
七項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。
２ 前項の規定により読み替えられた国民健康保険法第百十六条の
二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすること
により、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施
設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健
康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居を
した際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域
内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

する知的障害者通勤寮を除く。）は、障害者支援施設とみなして
、附則第八十三条の規定による改正後の国民健康保険法（以下こ
の条において「新法」という。）第百十六条の二の規定を適用す
る。
２ 当分の間、新法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるの
は「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若
しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十項に規定す
る共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を
行う住居への入居」とする。
３ 前項の規定により読み替えられた新法第百十六条の二の規定は
、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附
則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居
の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被
保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当
該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を
有していたと認められるものについて、適用する。
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〇

正

案

第八節 雑則（第三十四条・第三十四条の二）
第三章～第八章 （略）
附則

（新設）

（新設）

行

目次
第一章 （略）
第二章 福祉の保障
第一節～第六節 （略）
第七節 被措置児童等虐待の防止等（第三十三条の十―第三十
三条の十七）

現

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（抄）（第二条関係）【公布の日又は平成三十年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
目次
第一章 （略）
第二章 福祉の保障
第一節～第六節 （略）
第七節 被措置児童等虐待の防止等（第三十三条の十―第三十
三条の十七）
第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
（第三十三条の十八）
第九節 障害児福祉計画（第三十三条の十九―第三十三条の二
十五）
第十節 雑則（第三十四条・第三十四条の二）
第三章～第八章 （略）
附則

（略）

第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援
第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援
、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童
、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問
発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは
支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事
、障害児通所支援を行う事業をいう。
業をいう。
② （略）
② この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援
センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適
応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
③ この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の
③
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④

（略）

障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費

⑤ この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態
その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある
障害児であつて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後
等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なもの
につき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓
練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
⑥ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集
団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児
又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省
令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当
該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための
専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
⑦～⑨ （略）
第二十一条の五の二

機能の障害（以下「肢体不自由」という。）のある児童につき、
医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若し
くは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置す
る医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの（以下「指定発
達支援医療機関」という。）に通わせ、児童発達支援及び治療を
行うことをいう。
④ この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法（昭和二
十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（幼稚園及び大学
を除く。）に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業
日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に
通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促
進その他の便宜を供与することをいう。
（新設）

（略）

障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費

⑤ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集
団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児
につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童
との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与
することをいう。
⑥～⑧

第二十一条の五の二
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第二十一条の五の七 （略）
②～⑫ （略）
⑬ （略）

⑤

第二十一条の五の六 （略）
②・③ （略）
④ 第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業
者等の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者で
あるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行
役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め
られる者を含む。次項並びに第二十一条の五の十五第三項第六号
（第二十四条の九第三項（第二十四条の十第四項において準用す
る場合を含む。）及び第二十四条の二十八第二項（第二十四条の
二十九第四項において準用する場合を含む。）において準用する
場合を含む。）、第二十四条の十七第十一号及び第二十四条の三
十六第十一号において同じ。）若しくは前項の厚生労働省令で定
める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委
託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
（略）

の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一
条の五の四の規定により支給する給付とする。
一 （略）
二 （略）
三 （略）
四 居宅訪問型児童発達支援
五 （略）

第二十一条の五の七 （略）
②～⑫ （略）
⑬ 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費

第二十一条の五の六 （略）
②・③ （略）
④ 第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業
者等の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者で
あるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行
役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め
られる者を含む。次項並びに第二十一条の五の十五第二項第六号
（第二十四条の九第二項（第二十四条の十第四項において準用す
る場合を含む。）及び第二十四条の二十八第二項（第二十四条の
二十九第四項において準用する場合を含む。）において準用する
場合を含む。）、第二十四条の十七第十一号及び第二十四条の三
十六第十一号において同じ。）若しくは前項の厚生労働省令で定
める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委
託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
⑤ （略）

の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一
条の五の四の規定により支給する給付とする。
一 児童発達支援
二 医療型児童発達支援（医療に係るものを除く。）
三 放課後等デイサービス
（新設）
四 保育所等訪問支援
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（略）

⑭ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合
会に委託することができる。
第二十一条の五の十五

② 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通
所支援（以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の十九第一
項において「特定障害児通所支援」という。）に係る第二十一条
の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めて
するものとする。
③ 都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各
号（医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を
除く。）のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業
者の指定をしてはならない。
一～五の二 （略）
六 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項又は第三十三条の
十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日か
ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が
法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続
法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法
人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の

の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の厚生
労働大臣が定める基準及び第二十一条の五の十八第二項の指定通
所支援の事業の設備及び運営に関する基準（指定通所支援の取扱
いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとす
る。
⑭ 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託
することができる。

第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生
労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の
申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行
う事業所（以下「障害児通所支援事業所」という。）ごとに行う。
（新設）

② 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号
（医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除
く。）のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者
の指定をしてはならない。
一～五の二 （略）
六 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項の規定により指定
を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない
者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、
当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知
があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所
支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下こ
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政令で定める使用人（以下この条及び第二十一条の五の二十三
第一項第十一号において「役員等」という。）であつた者で当
該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該
指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知
があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取
消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）である
とき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業
者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつ
た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通
所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況
その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有
していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の
取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる
ものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下
この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な
影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（
以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者
の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質
的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の
所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しく
はその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働
省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める
密接な関係を有する法人をいう。）が、第二十一条の五の二十
三第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り
消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないと

の条及び第二十一条の五の二十三第一項第十一号において「役
員等」という。）であつた者で当該取消しの日から起算して五
年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人
でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当
該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を
経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取
消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該
指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を
防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理
体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当
該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮し
て、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととす
ることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定
めるものに該当する場合を除く。
七 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下
この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当
該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な
影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（
以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者
の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質
的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の
所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しく
はその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働
省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める
密接な関係を有する法人をいう。）が、第二十一条の五の二十
三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から
起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消
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き。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者
の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた
事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所
支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有し
ていた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも
のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
八 （略）
九 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項又は第三十三条の
十八第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法
第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又
は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の
十九第四項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の
日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十 申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査
が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第
二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分
に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日とし
て厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請
者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した
場合における当該特定の日をいう。）までの間に第二十一条の
五の十九第四項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該
事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届
出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一 第九号に規定する期間内に第二十一条の五の十九第四項の
規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が

しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指
定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防
止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体
制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該
指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して
、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととする
ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定め
るものに該当する場合を除く。
八 削除
九 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定
の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が
あつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定す
る日までの間に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業
の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由が
ある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過し
ないものであるとき。
十 申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査
が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第
二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分
に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日とし
て厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請
者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した
場合における当該特定の日をいう。）までの間に第二十一条の
五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該
事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届
出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一 第九号に規定する期間内に第二十一条の五の十九第二項の
規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が
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④

、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る
法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。
）の役員等又は当該届出に係る法人でない者（当該事業の廃止
について相当の理由がある者を除く。）の管理者であつた者で
、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二～十四 （略）
（略）

⑤ 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があ
つた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所
支援事業所の所在地を含む区域（第三十三条の二十二第二項第二
号の規定により都道府県が定める区域をいう。）における当該申
請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定によ
り当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める
当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に
既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこ
れを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害
児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、
第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
第二十一条の五の十八 （略）
②・③ （略）
④ 指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の
廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当
該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休
止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援
の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提
供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調

、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る
法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。
）の役員等又は当該届出に係る法人でない者（当該事業の廃止
について相当の理由がある者を除く。）の管理者であつた者で
、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二～十四 （略）
③ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、厚生労働
省令で定める基準に従い定めるものとする。
（新設）

第二十一条の五の十八 （略）
②・③ （略）
④ 指定障害児通所支援事業者は、次条第二項の規定による事業の
廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当
該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休
止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援
の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提
供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調
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整その他の便宜の提供を行わなければならない。

（略）

第二十一条の五の十九 指定障害児通所支援事業者は、第二十一条
の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しよ
うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指
定の変更を申請することができる。
② 第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の
指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合にお
いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（略）
③

④

第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに
該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る
第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて
その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項
第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれか
に該当するに至つたとき。
二～十二 （略）
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援又
②

（新設）

整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第二十一条の五の十九

（新設）

指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更
があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開した
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その
旨を都道府県知事に届け出なければならない。
② 指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止
し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところ
により、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府
県知事に届け出なければならない。

第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに
該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る
第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて
その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第二項
第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれか
に該当するに至つたとき。
二～十二 （略）
② 市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る指定障害児通所支
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第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次に掲げる場合には、
その旨を公示しなければならない。
一 （略）
二 第二十一条の五の十九第四項の規定による事業の廃止の届出
があつたとき。
三 前条第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障
害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。

は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十八
第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所
支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると
きは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の
都道府県知事に通知しなければならない。

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次に掲げる場合には、
その旨を公示しなければならない。
一 （略）
二 第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出
があつたとき。
三 前条第一項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を
取り消したとき。

援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二
十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児
通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認め
るときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在
地の都道府県知事に通知しなければならない。

⑪ 都道府県は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連
合会に委託することができる。

第二十四条の九 第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請があつたも
のについて行う。
（新設）

第二十四条の三 （略）
②～⑨ （略）
⑩ 都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請
求があつたときは、前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基
準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及
び運営に関する基準（指定入所支援の取扱いに関する部分に限る
。）に照らして審査の上、支払うものとする。
⑪ 都道府県は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委
託することができる。

（略）

第二十四条の九 第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当
該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道

第二十四条の三
②～⑨ （略）
⑩ （略）

②
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府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総
数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定
める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該
指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又
は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると
認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障
を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の
指定をしないことができる。
③ 第二十一条の五の十五第三項（第七号を除く。）及び第四項の
規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定につ
いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令
で定める。

② 第二十一条の五の十五第二項（第七号を除く。）及び第三項の
規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定につ
いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令
で定める。
（新設）

指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労
働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定め
るところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出な
ければならない。

第二十四条の十三

第二十四条の十三 指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の
二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生
労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請するこ
とができる。
② 第二十四条の九第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更
の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要
な技術的読替えは、政令で定める。
③ 指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労
働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定め
るところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出な
ければならない。

第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の
二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若

（新設）

第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の
二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若
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第二十四条の二十四 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十
四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第
一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所
施設等に入所等をした障害児（以下この項において「入所者」と
いう。）について、引き続き指定入所支援を受けなければその福
祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳
に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所
者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより
、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等（
次項において「障害児入所給付費等」という。）を支給すること
ができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護
その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
②・③ （略）

第二十四条の十八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨
を公示しなければならない。
一・二 （略）
三 前条又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入
所施設の指定を取り消したとき。

しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項にお
いて準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の
二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つた
とき。
二～十二 （略）

第二十四条の二十四 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十
四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第
一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所
施設等に入所等をした障害児（以下この項において「入所者」と
いう。）について、引き続き指定入所支援を受けなければその福
祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳
に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所
者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより
、引き続き第五十条第六号の四に規定する障害児入所給付費等（
次項において「障害児入所給付費等」という。）を支給すること
ができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護
その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
②・③ （略）

第二十四条の十八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨
を公示しなければならない。
一・二 （略）
三 前条の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したと
き。

しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第二項にお
いて準用する第二十一条の五の十五第二項第四号から第五号の
二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つた
とき。
二～十二 （略）
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⑦

第二十四条の二十八 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害
児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより
、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律第五条第十六項に規定する相談支援を行う者として厚生
労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支
援事業を行う事業所（以下「障害児相談支援事業所」という。）
ごとに行う。
② 第二十一条の五の十五第二項（第四号、第十一号及び第十四号
を除く。）の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障
害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において
、第二十一条の五の十五第二項第一号中「都道府県の条例で定め
る者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読
替えは、政令で定める。

第二十四条の二十六 （略）
②～④ （略）
⑤ 市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付
費の請求があつたときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及
び第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児
相談支援の事業の運営に関する基準（指定障害児相談支援の取扱
いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとす
る。
⑥ 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託
することができる。
⑦ （略）

第二十四条の二十六 （略）
②～④ （略）
⑤ （略）

第二十四条の二十八 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害
児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより
、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律第五条第十八項に規定する相談支援を行う者として厚生
労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支
援事業を行う事業所（以下「障害児相談支援事業所」という。）
ごとに行う。
② 第二十一条の五の十五第三項（第四号、第十一号及び第十四号
を除く。）の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障
害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において
、第二十一条の五の十五第三項第一号中「都道府県の条例で定め
る者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読
替えは、政令で定める。

第二十四条の三十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する
場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四

⑥ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合
会に委託することができる。
（略）

第二十四条の三十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する
場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四
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第二十四条の三十七 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を
公示しなければならない。
一・二 （略）
三 前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消
したとき。

条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてそ
の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項に
おいて準用する第二十一条の五の十五第二項第五号、第五号の
二又は第十三号のいずれかに該当するに至つたとき。
二～十一 （略）

（略）

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受け
た児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前
条第一号又は少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第六条の
六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童
及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要が
あると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければ
ならない。
一 （略）
二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導さ
せ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若
しくは都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援
事業又は特定相談支援事業（次条第一項第二号及び第三十四条
の七において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者そ
の他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令

条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてそ
の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項に
おいて準用する第二十一条の五の十五第三項第五号、第五号の
二又は第十三号のいずれかに該当するに至つたとき。
二～十一 （略）

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受け
た児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前
条第一号又は少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第六条の
六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童
及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要が
あると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければ
ならない。
一 （略）
二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導さ
せ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若
しくは都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援
事業又は特定相談支援事業（次条第一項第二号及び第三十四条
の七において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者そ
の他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令
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②

で定めるものに指導を委託すること。
三～七 （略）
（略）
第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び
公表

第三十三条の十八 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談
支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者（以下この条に
おいて「対象事業者」という。）は、指定通所支援、指定障害児
相談支援又は指定入所支援（以下この条において「情報公表対象
支援」という。）の提供を開始しようとするとき、その他厚生労
働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情
報公表対象支援情報（その提供する情報公表対象支援の内容及び
情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する
情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとす
る障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用
する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚
生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。）を、当
該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄す
る都道府県知事に報告しなければならない。
② 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働
省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければな
らない。
③ 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要がある
と認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確
認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対
し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

で定めるものに指導を委託すること。
三～七 （略）
② （略）
（新設）

（新設）
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④ 都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず
、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず
、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者
に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又
はその調査を受けることを命ずることができる。
⑤ 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規
定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした
市町村長に通知しなければならない。
⑥ 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入
所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当
該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取
り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を
停止することができる。
⑦ 都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定に
よる命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業
者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは
一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を
付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければなら
ない。
⑧ 都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しよう
とする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を
利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情
報公表対象支援に従事する従業者に関する情報（情報公表対象支
援情報に該当するものを除く。）であつて厚生労働省令で定める
ものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報につ
いて、公表を行うよう配慮するものとする。
第九節 障害児福祉計画

（新設）
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第三十三条の十九 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所
支援及び障害児相談支援（以下この項、次項並びに第三十三条の
二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。
）の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保す
るための基本的な指針（以下この条、次条第一項及び第三十三条
の二十二第一項において「基本指針」という。）を定めるものと
する。
② 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
二 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三 次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条
の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関
する事項
四 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要
な事項
③ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のもの
として作成することができる。
④ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更
しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の
関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
⑤ 厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境
の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速や
かに基本指針を変更するものとする。
⑥ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは
、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（新設）
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第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援
及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び
障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児
福祉計画」という。）を定めるものとする。
② 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る
目標に関する事項
二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類
ごとの必要な見込量
③ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほ
か、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ご
との必要な見込量の確保のための方策
二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体
制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携
に関する事項
④ 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の
数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
⑤ 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、そ
の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これら
の事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努める
ものとする。
⑥ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障
害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑦ 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法（昭和四十五年法律第
八十四号）第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福

（新設）
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第三十三条の二十一 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げ
る事項（市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を
定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。）につい
て、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当
該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講
ずるものとする。

（新設）

（新設）

祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定
による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調
和が保たれたものでなければならない。
⑧ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとす
るときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措
置を講ずるよう努めるものとする。
⑨ 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したと
きは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合
において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなけれ
ばならない。
⑩ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町
村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするとき
は、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
⑪ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとす
るときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府
県の意見を聴かなければならない。
⑫ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは
、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害
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児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地
から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援
等の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害児福祉計画」
という。）を定めるものとする。
② 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は
指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
③ 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項の
ほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見
込量の確保のための方策
二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支
援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために
講ずる措置に関する事項
四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係
る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
④ 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府
県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑤ 都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規
定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道
府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障
害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでな
ければならない。
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⑥ 都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置した
ときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする
場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めな
ければならない。
⑦ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しよう
とするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合
議制の機関の意見を聴かなければならない。
⑧ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したと
きは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

（新設）

（新設）

第三十三条の二十四 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害
児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすること
ができる。
② 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の
作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術
的事項について必要な助言をすることができる。

（新設）

第三十三条の二十三 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲
げる事項（都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事
項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。）に
ついて、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは
、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措
置を講ずるものとする。

第三十三条の二十五 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児
福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施し
ようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助

- 45 -

言その他の援助の実施に努めるものとする。
第八節

雑則

第三十四条 （略）

雑則

第三十四条

第五十六条の五の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務
のほか、第二十四条の三第十一項（第二十四条の七第二項におい
て準用する場合を含む。）の規定により都道府県から委託を受け
て行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第
二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定
により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児
相談支援給付費の支払に関する業務を行う。

第十節

第五十六条の五の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務
のほか、第二十四条の三第十一項（第二十四条の七第二項におい
て準用する場合を含む。）の規定により都道府県から委託を受け
て行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第
二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定
により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児
相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。

第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障
害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費
、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付
費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障
害児食費等給付費の支給、第二十一条の六、第二十四条第五項若
しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による
措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われ
るように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
（新設）

（略）

第五十六条の六 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障
害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費
、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付
費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障
害児食費等給付費の支給、第二十一条の六、第二十四条第五項若
しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による
措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われ
るように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
② 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日
常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身
の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支
援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支
援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要
な措置を講ずるように努めなければならない。
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（略）

第五十六条の七 市町村は、必要に応じ、公有財産（地方自治法第
二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。次項において同
じ。）の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより
、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の
設置又は運営を促進し、保育の利用に係る供給を効率的かつ計画
的に増大させるものとする。
② 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置
を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業
者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放
課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させ
るものとする。
③ 国及び都道府県は、前二項の市町村の措置に関し、必要な支援
を行うものとする。

② 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及
び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運
営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭
からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支
援を行うように努めなければならない。

（略）

③ 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及
び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運
営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭
からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支
援を行うように努めなければならない。
第五十六条の七

（略）
（略）

第五十七条の三

②
③

第五十七条の三 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必
要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属す
る世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつ
た者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示
を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
② （略）
③ 都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると
認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世
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④

（略）

（略）

（略）

帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し
、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又
は当該職員に質問させることができる。
④ （略）

第五十七条の三の二 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し
て必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に
係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこ
れらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若
しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職
員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援若し
くは障害児相談支援の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り
、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
② （略）

第五十七条の三の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通
所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害
児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者
であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児
通所支援若しくは障害児相談支援の内容に関し、報告若しくは文
書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問
させることができる。
②・③ （略）
④ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給
に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障
害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その
行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若し
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第五十七条の三の四 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一
部を、法人であつて厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事
務を適正に実施することができると認められるものとして都道府
県知事が指定するもの（以下「指定事務受託法人」という。）に
委託することができる。
一 第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一
項並びに前条第一項及び第四項に規定する事務（これらの規定
による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象とな
る事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立
入検査を除く。）
二 その他厚生労働省令で定める事務（前号括弧書に規定するも
のを除く。）
② 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた
者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。
③ 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事する
ものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に
従事する職員とみなす。
④ 市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなけ
ればならない。
⑤ 第十九条の十六第二項の規定は、第一項の規定により委託を受
けて行う第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二

くは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の提供の記録、
帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
に関係者に対し質問させることができる。
⑤～⑦ （略）
（新設）
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第六十条の二 （略）
② 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に
規定する不服審査会の委員又は委員であつた者が、正当な理由が
ないのに、職務上知り得た障害児通所給付費又は特例障害児通所
給付費の支給に係る障害児通所支援を行つた者の業務上の秘密又
は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。
③ 第二十一条の五の六第四項（第二十一条の五の八第三項におい
て準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年以下の懲
役又は百万円以下の罰金に処する。

第一項並びに前条第一項及び第四項の規定による質問について準
用する。
⑥ 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事
項は、政令で定める。
第六十条の二 （略）
② 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に
規定する不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又
はこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り
得た障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を行つ
た者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下
の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
③ 第二十一条の五の六第四項（第二十一条の五の八第三項におい
て準用する場合を含む。）又は第五十七条の三の四第二項の規定
に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。
一～五 （略）
六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三
項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ
ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提
示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答
弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

七 （略）

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。
一～五 （略）
六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三
項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ
ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提
示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五
十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託
法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対
して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
七 （略）
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第六十二条の七 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当す
る者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一 （略）
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による
報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の
報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の
規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項

第六十二条の六 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当
する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができ
る。
一 （略 ）
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項又は第三項の
規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若し
くは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三
の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員
の第五十七条の三第三項の規定による質問に対して答弁をせず
、若しくは虚偽の答弁をした者

第六十二条の五 第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定
による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれ
らの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一
項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七
条の三の三第四項の規定による質問に対して、答弁せず、若しく
は虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

第六十二条の七 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当す
る者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一 （略）
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による
報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の
報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の
規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽

第六十二条の六 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当
する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができ
る。
一 （略）
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項又は第三項の
規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若し
くは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽
の答弁をした者

第六十二条の五 第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定
による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれ
らの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚
偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
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の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七
条の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは
虚偽の答弁をした者
三 正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定に
よる報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同
項の規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第
一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五
十七条の三の二第一項の規定による質問に対して、答弁せず、
若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した者

の答弁をした者

三 正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定に
よる報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚
偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同
項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは
虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ
、若しくは忌避した者
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〇

正

案

（身体障害者相談員）

２・３

行

（連絡調整等の実施者）
第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行
わなければならない。
一 （略）
二 （略）
イ～ハ （略）
ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第五条第二十三項に規定する補装具の処方
及び適合判定を行うこと。
（略）

（援護の実施者）
第九条 （略）
２～５ （略）
６ 市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三
号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生
活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては
、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業又は特定相談
支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
７～９ （略）

現

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）（抄）（附則第十二条関係）【平成三十年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（援護の実施者）
第九条 （略）
２～５ （略）
６ 市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三
号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生
活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては
、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業又は特定相談
支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
７～９ （略）
（連絡調整等の実施者）
第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行
わなければならない。
一 （略）
二 （略）
イ～ハ （略）
ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第五条第二十五項に規定する補装具の処方
及び適合判定を行うこと。
２・３ （略）
（身体障害者相談員）
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第十二条の三 （略）
２・３ （略）
４ 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつて
は、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サー
ビス事業（第十八条の二において「障害福祉サービス事業」とい
う。）、同法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業その他
の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用す
ることができるように配慮し、これらのサービスを提供する者そ
の他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
５ （略）

第十二条の三 （略）
２・３ （略）
４ 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつて
は、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サー
ビス事業（第十八条の二において「障害福祉サービス事業」とい
う。）、同法第五条第十六項に規定する一般相談支援事業その他
の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用す
ることができるように配慮し、これらのサービスを提供する者そ
の他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
５ （略）
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現

行

（傍線の部分は改正部分）

〇 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）（抄）（附則第十三条関係）
【平成三十年四月一日施行】

案

（精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮）
第四条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、
精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の
促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第
五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業（以下「障害
福祉サービス事業」という。）、同条第十六項に規定する一般相
談支援事業（以下「一般相談支援事業」という。）その他の精神
障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用すること
ができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連
携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住
民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
２ （略）

正

（精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮）
第四条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、
精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の
促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第
五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業（以下「障害
福祉サービス事業」という。）、同条第十八項に規定する一般相
談支援事業（以下「一般相談支援事業」という。）その他の精神
障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用すること
ができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連
携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住
民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
２ （略）

第三十三条の五 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管
理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合そ
の他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促
進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対
して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業若
しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第五条第十六項に規定する特定相談支援事業（第四十九条第
一項において「特定相談支援事業」という。）を行う者、介護保

改

第三十三条の五 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管
理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合そ
の他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促
進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対
して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業若
しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第五条第十八項に規定する特定相談支援事業（第四十九条第
一項において「特定相談支援事業」という。）を行う者、介護保
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険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業を行う者その
他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき
精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、
助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者
として厚生労働省令で定めるもの（次条において「地域援助事業
者」という。）を紹介するよう努めなければならない。

険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業を行う者その
他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき
精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、
助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者
として厚生労働省令で定めるもの（次条において「地域援助事業
者」という。）を紹介するよう努めなければならない。
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○

現

行

知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）（抄）（附則第十四条関係）【平成三十年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
案

（連絡調整等の実施者）
第十一条 （略）
２ 都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主と
して居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う
者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相
談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に
委託することができる。

正

（連絡調整等の実施者）
第十一条 （略）
２ 都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主と
して居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う
者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相
談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に
委託することができる。

（知的障害者相談員）
第十五条の二 （略）
２・３ （略）
４ 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつて
は、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福
祉サービス事業（第二十一条において「障害福祉サービス事業」
という。）、同法第五条第十六項に規定する一般相談支援事業そ
の他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利
用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する
者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
５ （略）

改

（知的障害者相談員）
第十五条の二 （略）
２・３ （略）
４ 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつて
は、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福
祉サービス事業（第二十一条において「障害福祉サービス事業」
という。）、同法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業そ
の他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利
用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する
者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
５ （略）
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○

正

案

行

（定義）
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の
登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健
及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その
他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の
社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の
地域相談支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十六項に
規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。
）の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助
言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を
行うこと（以下「相談援助」という。）を業とする者をいう。

現

精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）（抄）（附則第十四条関係）【平成三十年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（定義）
第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の
登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健
及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その
他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の
社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の
地域相談支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十八項に
規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。
）の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助
言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を
行うこと（以下「相談援助」という。）を業とする者をいう。
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○

正

案

行

（定義）
第二条 （略）
２ （略）
３ この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施
設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり
独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に申し出た
もの又は共済契約者が機構に申し出たもの（第四条の二第一項の
規定により機構が承諾したものに限る。）をいう。
一 児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がされた
障害児通所支援事業
二 児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害
児入所施設
三・四 （略）
五 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十二条第一
項の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）
に規定する障害者支援施設
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービ
ス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業

現

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号）（抄）（附則第十五条関係）【平成三十年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改

（略）

（定義）
第二条 （略）
２ （略）
３ この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施
設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり
独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に申し出た
もの又は共済契約者が機構に申し出たもの（第四条の二第一項の
規定により機構が承諾したものに限る。）をいう。
一 （略）
二

三・四 （略）
五 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十二条第一
項の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）
に規定する障害者支援施設
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービ
ス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行う事業及
び移動支援事業
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七
３～

（略）
（略）
13

七
３～

（略）
（略）
13
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

第六条 （略）
２～５ （略）
６ 地方公共団体は、公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号
）第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業（以下「公営住宅
建替事業」という。）の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施
行される土地の区域において新たに公共公益施設（障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法
律第百二十三号）第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う
事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。）又は
公営住宅法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優
良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅を整備する
ことが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の
供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には
、第二項第一号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建
替事業に関する事項を記載することができる。
７～９ （略）

現

○ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第七十九号）（抄）
（附則第十六条関係）【平成三十年四月一日施行】

改
第六条 （略）
２～５ （略）
６ 地方公共団体は、公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号
）第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業（以下「公営住宅
建替事業」という。）の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施
行される土地の区域において新たに公共公益施設（障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法
律第百二十三号）第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う
事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。）又は
公営住宅法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優
良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅を整備する
ことが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の
供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には
、第二項第一号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建
替事業に関する事項を記載することができる。
７～９ （略）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（社会福祉施設等の災害復旧に関する補助）
第四十八条 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であっ
て東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被
災地方公共団体である市町村（指定都市及び中核市を除く。）の
当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下
らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の
範囲内において、当該補助に要する費用（当該都道府県が六分の
五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助
に要する費用を除いた費用）の五分の四を補助する。
一 （略）
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成十七年法律第百二十三号）第七十九条第二項の規定に
より市町村が設置した障害福祉サービス（同法第五条第六項に
規定する療養介護、同条第八項に規定する短期入所又は同条第
十五項に規定する共同生活援助に限る。）の事業の用に供する
施設
三 （略）
２ （略）
３ 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域（都
道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域
及び中核市の区域を除く。）内に設置されている次に掲げる施設
又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたもの

現

○ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）（抄）（附則第十七条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
（社会福祉施設等の災害復旧に関する補助）
第四十八条 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であっ
て東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被
災地方公共団体である市町村（指定都市及び中核市を除く。）の
当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下
らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の
範囲内において、当該補助に要する費用（当該都道府県が六分の
五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助
に要する費用を除いた費用）の五分の四を補助する。
一 （略）
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成十七年法律第百二十三号）第七十九条第二項の規定に
より市町村が設置した障害福祉サービス（同法第五条第六項に
規定する療養介護、同条第八項に規定する短期入所又は同条第
十七項に規定する共同生活援助に限る。）の事業の用に供する
施設
三 （略）
２ （略）
３ 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域（都
道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域
及び中核市の区域を除く。）内に設置されている次に掲げる施設
又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたもの
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を設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の
災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助す
る場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定
都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に
要する費用（当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の
五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助
に要する費用を除いた費用）の五分の四を補助する。
一・二 （略）
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府
県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支
援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（同法第五条第
六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同
条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓
練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規
定する就労継続支援又は同条第十七項に規定する共同生活援助
に限る。）の事業の用に供する施設
四 （略）
４ （略）
５ 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中
核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東
日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費
用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
一 （略）
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十九条第一項の規定により特定被災地方公共団体である
県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス（
同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第八項に規定する

を設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の
災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助す
る場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定
都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に
要する費用（当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の
五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助
に要する費用を除いた費用）の五分の四を補助する。
一・二 （略）
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府
県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支
援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（同法第五条第
六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同
条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓
練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規
定する就労継続支援又は同条第十五項に規定する共同生活援助
に限る。）の事業の用に供する施設
四 （略）
４ （略）
５ 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中
核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東
日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費
用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
一 （略）
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十九条第一項の規定により特定被災地方公共団体である
県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス（
同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第八項に規定する
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短期入所又は同条第十七項に規定する共同生活援助に限る。）
の事業の用に供する施設
三 （略）
６ （略）

短期入所又は同条第十五項に規定する共同生活援助に限る。）
の事業の用に供する施設
三 （略）
６ （略）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第二条 （略）
２・３ （略）
４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七
年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設
（以下「障害者支援施設」という。）若しくは独立行政法人国立
重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十
七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障
害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」と
いう。）（以下「障害者福祉施設」という。）又は障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に
規定する障害福祉サービス事業、同条第十六項に規定する一般相
談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十四項に規定す
る移動支援事業、同条第二十五項に規定する地域活動支援センタ
ーを経営する事業若しくは同条第二十六項に規定する福祉ホーム
を経営する事業その他厚生労働省令で定める事業（以下「障害福
祉サービス事業等」という。）に係る業務に従事する者をいう。
５～８ （略）

現

○ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成二十三年法律第七十九号）（抄）（附則第十八条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
（定義）
第二条 （略）
２・３ （略）
４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七
年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設
（以下「障害者支援施設」という。）若しくは独立行政法人国立
重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十
七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障
害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」と
いう。）（以下「障害者福祉施設」という。）又は障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に
規定する障害福祉サービス事業、同条第十八項に規定する一般相
談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十六項に規定す
る移動支援事業、同条第二十七項に規定する地域活動支援センタ
ーを経営する事業若しくは同条第二十八項に規定する福祉ホーム
を経営する事業その他厚生労働省令で定める事業（以下「障害福
祉サービス事業等」という。）に係る業務に従事する者をいう。
５～８ （略）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第二条 （略）
２ この法律において「障害者就労施設」とは、次に掲げる施設を
いう。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する
障害者支援施設、同条第二十五項に規定する地域活動支援セン
ター又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第
七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支
援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る
。）を行う施設
二・三 （略）
３～７ （略）

現

○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成二十四年法律第五十号）（抄）
（附則第十九条関係）【平成三十年四月一日施行】

改
（定義）
第二条 （略）
２ この法律において「障害者就労施設」とは、次に掲げる施設を
いう。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する
障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援セン
ター又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第
七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支
援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る
。）を行う施設
二・三 （略）
３～７ （略）
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