
 

 

平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に係る 

説明会資料（通所・入所・ＧＨ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市健康福祉部障害者福祉課 



 

 

目次 

 

 

平成２７年度障害福祉サービス報酬改定について・・・・・・・・・・Ｐ１ 

１．報酬改定の基本的な考え方 

２．変更届の提出について 

３．届出様式の掲示について 

 

報酬改定の内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

 １．全体の傾向について 

 ２．基本報酬の見直しについて 

 ３．地域区分の見直しについて 

 ４．加算の改定について（共通部分） 

 ５．加算の改定について（サービスごと） 

 

その他の留意事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

１．障害福祉サービス等の支給決定期間の変更について 

２．消防法施行令の改正について 

 

 



 1 

平成 27年度障害福祉サービス報酬改定について 

 

 障害福祉サービスの報酬は、3年に 1度見直しが実施されており、平成 27年度は基本報

酬及び各種加算等が改定される。 

 

１．報酬改定の基本的な考え方 

   平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定は下記の３つの基本的考え方による 

 

   ① 福祉・介護職員の処遇改善 

    ・福祉・介護職員処遇改善加算の拡充 

    ・福祉専門職員配置等加算の拡充          など 

   ② 障害児・者の地域移行・地域生活の支援 

    ・包括型グループホームでのヘルパー利用の延長 

    ・計画相談支援の加算創設             など 

   ③ サービスの適正な実施等 

    ・生活介護の開所時間減算の強化 

    ・就労継続支援Ａ型の短時間利用減算の見直し    など 

 

 

 

２．変更届の提出について 

   通常、算定報酬が増加する場合は、算定を開始する前月の１５日までに届出を行う

こととなっている。 

   今回、報酬改定が実施されるため、市に届出の必要がある加算の届け出については、

平成 27 年 4 月 1 日に算定を開始する場合で、平成 27 年 4 月 30 日までに市に届出を

したときは、平成 27年 4月 1日に遡って当該報酬を算定できることとする。 

   但し、福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ型を算定する事業所については、平成 27 年 4

月 15日までに、改善計画書案を提出し、平成 27年 4月 30日までに必要書類を揃えて

届出ること。 

   また、報酬改定に関係ない届け出事項については、変更後 10日以内に市に届出をす

ることとなっているので注意すること。 

 

 

３．届出様式等の掲示について 

   変更届に添付する書類・様式については、厚生労働省から様式案が提示され次第、

市ホームページに掲載する。 
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報酬改定の内容について 

 

１．全体の傾向について 

  ・報酬の改定率は±０％となっているが、処遇改善加算や重度障害者への支援が評価

される一方、基本報酬の一部減額、加算の見直しが実施される等、メリハリを付けた

対応となっている。 

 

２．基本報酬の見直しについて 

  平成 24年度の報酬改定以降の物価の上昇傾向を踏まえた上で見直しを実施。但し、平

成２６年４月の消費税率引き上げ相当分は除かれている。 

 

３．地域区分の見直しについて 

   地域区分については、平成 24年度報酬改定において見直しが実施されており、平成

27年度に完全施行される。 

   平成 27年度以降、久留米市に所在する障害福祉サービス事業所等（児童福祉法規定

の事業所を除く）は、地域区分がすべて「その他」になる。 

 

４．加算の改定について（共通部分） 

（１）福祉・介護職員処遇改善加算 

   現行制度を維持しつつ、更なる上乗せ評価を行うため、新たな区分を新設。 

 

       【改定後】             【平成 26年度まで】 

  ・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ型  ←  新設 

  ・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ型  ←  福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ型 

  ・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ型  ←  福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ型 

  ・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅳ型  ←  福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ型 

  ・福祉・介護職員処遇改善特別加算  ←  変更なし 

 

  ※福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ型の算定要件 

 

   ア 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 

   イ 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること 

   ウ賃金改善以外の処遇改善の取組について、近年新たに実施していること。 

   （ア・イ：キャリアパス要件、ウ：定量的要件） 
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（２）福祉専門職員配置等加算 

   現行制度を維持しつつ、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、

新たな区分を創設 

 

       【改定後】             【平成 26年度まで】 

  ・福祉専門職員配置等加算Ⅰ型   ←  新設 

  ・福祉専門職員配置等加算Ⅱ型   ←  福祉専門職員配置等加算Ⅰ型 

  ・福祉専門職員配置等加算Ⅲ型   ←  福祉専門職員配置等加算Ⅱ型 

 

  ※福祉専門職員配置等加算Ⅰ型の算定要件 

 

   常勤の生活支援員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が 35％以上雇用されている

事業所（日中系 15単位／日、療養介護、宿泊型自立訓練、ＧＨは 10単位／日） 

 

 

（３）食事提供体制加算 

   日中活動系及び短期入所事業所で算定されている食事提供体制加算については、平

成 27 年 3 月 31日までの経過措置とされていたが、当該経過措置を平成 30年 3 月 31

日まで延長する。但し、報酬額については減額となっている。 

 

               【改定後】     【平成 26年度まで】 

  ・日中活動系        30単位／日  ←  42単位／日 

  ・短期入所・宿泊型自立訓練 48単位／日  ←  68単位／日 

  ・重度障害者等包括支援   48単位／日  ←  68単位／日 

 

 

（４）送迎加算 

   従来の送迎加算については、以前、障害者自立支援対策臨寺特例交付金による基金

事業で実施されていた経緯から、都道府県が認める基準により加算を算定することが

認められていたが、当該取扱を廃止する。 

   また、送迎人数や送迎頻度等の要件を緩和した加算区分を新たに設けると共に、送

迎先についても、居宅に限られていたものが、事業所の最寄り駅や集合場所までの送

迎も加算対象とする。 
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  ○送迎加算Ⅰ型（27単位／回。旧送迎加算） 

   現行どおり。但し、福岡県の基準とされていた「１回当たり 5 人以上、かつ、月に

13回以上送迎を実施していること」は廃止される。 

  ○送迎加算Ⅱ型（13単位／回） 

   下記のいずれかに該当する場合は算定できる。 

   ア 1 回の送迎につき平均 10 人以上（利用定員が 20 人未満の事業所にあっては、

平均的に利用定員の 50％以上が利用していること） 

   イ 週 3回以上の送迎を実施していること。 

 

 

 

５．加算の改定について（サービスごと） 

【生活介護】 

（１）開所時間減算の見直し 

 

  【改定後】 

   ・開所時間が４時間未満の場合、基本報酬を 30％減算。 

   ・開所時間が４時間以上６時間未満の場合、基本報酬を 15％減算。 

  【平成 26年度まで】 

   ・開所時間が４時間未満の場合、基本報酬を 20％減算。 

 

  当該減算の判定は、市に提出している運営規程により判断しますので、事業所・施設

においても確認をお願いいたします。 

 

（２）常勤看護職員等配置加算 

   看護職員を常勤換算で１以上配置している事業所を評価するものとして加算を創設。 

   基準該当障害福祉サービス事業所は対象外。 

 

   ・利用定員が 20人以下        28単位／日 

   ・利用定員が 21人以上 40人以下    19単位／日 

   ・利用定員が 41人以上 60人以下    11単位／日 

   ・利用定員が 61人以上 80人以下    8単位／日 

   ・利用定員が 81人以上         6単位／日 
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【施設入所支援】 

（１）栄養マネジメント加算の見直し 

   平成 27 年 3 月 31 日までとされている管理栄養士の配置要件の経過措置（栄養管理

業務に 5 年以上の実務経験を有する栄養士でも可）を廃止した上で、報酬単位の引き

上げを実施。 

 

   【改定後】    【平成 26年度まで】 

   ・12単位／日  ←  10単位／日 

 

 

（２）視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

   日中活動系サービスのみ算定できることとなっていたが、施設入所支援、宿泊型自

立訓練、共同生活援助にも対象を拡大。 

 

（３）重度障害者支援加算 

   現行の重度障害者支援加算Ⅱ型は廃止。夜間に強度行動障害を有する者への支援を

適切に行うため、強度行動障害支援者養成研修修了者による支援を評価。 

 

  【改定後】 

   ① 強度行動障害支援者養成研修（実績研修）修了者を配置した体制を整えた場合

（7単位／日） 

    ※ 市町村に配置している旨を届け出た上で、支援計画シート等を作成している

場合に算定する。但し、強度行動障害を有する者が利用していない場合は算定

しない。 

   ② 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実績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夜間に個別の支

援を行った場合（180単位／日、１人の修了者につき 5人まで） 

    ※ 市町村に配置している旨を届け出た上で、支援計画シート等を作成している

場合に算定する。但し、強度行動障害を有する者が利用していない場合は算定

しない。 

  【平成 26年度まで】 

   ・強度行動障害を有する者 1人につき、人員基準で定められている人員配置に加え、

常勤換算で生活支援員を 0.5～1.0人以上配置していること 
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（４）補足給付の見直し 

   食費・光熱水費の実態を踏まえ、基準費用額を見直す。 

 

   【改定後】       【平成 26年度まで】 

   ・５３，５００円  ←  ５８，０００円 

 

 

【短期入所】 

（１）緊急短期入所体制確保加算の見直し 

   これまで、連続する３月間において当該加算を算定しなかった場合は、続く３月間

は報酬を算定出来ない規定になっていたが、当該規定を廃止。 

 

（２）緊急短期入所受入加算の見直し 

   加算の算定要件として、緊急短期入所体制確保加算を算定している場合に限定され

ており、さらに、連続する３月間において当該加算を算定しなかった場合は、続く３

月間は報酬を算定出来ない規定になっていたが、当該規定を廃止。 

   また、サービス提供開始日から起算して７日間（場合によっては 14日間）算定する

こととなっていたが、サービス提供開始日に限り算定できるものと改定された。 

 

  【改定後】 

   居宅においてその介護を行う者の緊急等の理由により、サービスを緊急に行った場

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算定。 

   ・緊急時短期入所受入加算Ⅰ型   120単位／日 

   ・緊急時短期入所受入加算Ⅱ型   180単位／日 

  【平成 26年度まで】 

   緊急短期入所体制確保加算を算定している場合であって、居宅においてその介護を

行う者の急病等の理由により、サービスを緊急に行った場合に、サービスを行った

日から起算して 7日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむをえない

事情がある場合にあっては、14 日）を限度として、緊急利用者のみに対して算定。

但し、連続する３月間において当該加算を算定しなかった場合は、続く 3月間は算

定しない。 

   ・緊急時短期入所受入加算Ⅰ型    60単位／日 

   ・緊急時短期入所受入加算Ⅱ型    90単位／日 
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（３）医療連携体制加算の見直し 

   医療ケアが必要な利用者への支援を強化するため、看護師による支援を実施する医

療連携体制加算Ⅰ型及びⅡ型については、報酬単価の引き上げを実施。 

 

  【改定後】                  【平成 26年度まで】 

  ・医療連携体制加算Ⅰ型   600単位／日  ←  500単位／日 

  ・医療連携体制加算Ⅱ型   300単位／日  ←  250単位／日 

 

 

（４）重度障害者支援加算の見直し 

   強度行動障害を有する者への支援を強化するため、強度行動障害支援者養成研修（基

礎研修）修了者がサービスを提供した場合は、さらに 10単位／日の追加を行う。 

 

（５）単独型加算の見直し 

   単独型事業所の推進を図るため、利用者が日中活動を利用した日（入所日及び退所

日を除く）であって、短期入所事業所によるサービスが 18時間を超える場合は、さら

に 100単位／日の追加を行う。但し、福祉型サービスに限る。 

 

 

【共同生活援助】 

（１）夜間支援等体制加算 

   １人の夜間支援従事者が少人数の利用者に対して支援した場合も適切に評価される

よう３人以下の支援区分を新たに創設。 

   また、これまで月単位での評価だったが、日単位に変更された。 

 

       【改定後】             【平成 26年度まで】 

  ・夜間支援対象利用者が２人以下（672単位／日）  ←  新設 

  ・夜間支援対象利用者が３人（448単位／日）    ←  新設 

  ・夜間支援対象利用者が 4人以上          ←  変更なし 
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（２）重度障害者支援加算 

   重度障害者に対する支援を強化し、かつ、より適切に評価するため、従業者に対し、

研修の受講要件を課すとともに、報酬も重度障害者のみ算定可と変更。また、重度障

害者は１人からでも算定可となる。報酬単価も 45単位／日から 360単位／日に引き上

げる。 

 

  【改定後】 

   ・重度の障害者が１人以上いること 

   ・生活支援員を加配していること 

   ・サービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が強度行動障害支援養成研修

（実績研修）又は喀痰吸引等研修（第２号）修了者であること 

   ・生活支援員のうち 20％以上が強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者又

は喀痰吸引等研修（第３号）修了者であること 

    ※ 強度行動障害支援者養成研修（実績研修）を終了している事業所であっては、

重度障害者の中に行動障害を有する者が居る場合は、市に届出をした上で支援

計画シート等を作成していること（経過措置あり） 

  【平成 26年度まで】 

   ・重度の障害者が２人以上いること 

   ・生活支援員を加配していること 

 

 

（３）日中支援加算 

   日中支援加算Ⅱ型については、これまで指定障害福祉サービス事業所、就労、地域

活動支援センターに限られていた日中活動の対象を一部の介護保険サービス・医療保

険サービスにも拡大する。 

  【拡大した対象】 

   （介護予防）通所介護、（介護予防）通所リハ、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 

 

（４）視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

   日中活動系サービスのみ算定できることとなっていたが、施設入所支援、宿泊型自

立訓練、共同生活援助にも対象を拡大。 

 

（５）個人単位で居宅介護等を利用する経過措置の延長 

   介護サービス包括型共同生活援助においては、障害支援区分４～６に該当する者は、

自ら選択したヘルパーからサービスを受けることができる経過措置を平成30年3月31

日まで延長する。 
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【自立訓練（機能訓練）】 

（１）機能訓練サービス費Ⅱ型 

   これまで、通所によるサービスを受けている者に限定されていたが、通所によるサ

ービスを受けていない者に対してもサービスを提供できるよう改定。 

 

 

【自立訓練（生活訓練）】 

（１）生活訓練サービス費Ⅱ型 

   これまで、通所によるサービスを受けている者に限定されていたが、通所によるサ

ービスを受けていない者に対してもサービスを提供できるよう改定。 

   また、これまで月に 14回を上限としていたが、当該規定については廃止。 

 

 

【宿泊型自立訓練】 

（１）夜間支援等体制加算 

   夜間における利用者への支援について、共同生活援助の夜間支援等体制加算に準拠

して実施する。 

 

  【改定後】             【平成 26年度まで】 

  ・夜間支援等体制加算Ⅰ型     ←  新設 

  ・夜間支援等体制加算Ⅱ型     ←  新設 

  ・夜間支援等体制加算Ⅲ型     ←  夜間防災・緊急時支援体制加算Ⅰ～Ⅱ型 

 

 

（２）日中支援加算 

   日中支援加算Ⅱ型については、共同生活援助と同様に、これまで指定障害福祉サー

ビス事業所、就労、地域活動支援センターに限られていた日中活動の対象を一部の介

護保険サービス・医療保険サービスにも拡大する。 

 

（３）視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

   日中活動系サービスのみ算定できることとなっていたが、施設入所支援、宿泊型自

立訓練、共同生活援助にも対象を拡大。 

 

 



 10 

【就労移行支援】 

（１）就労定着支援体制加算 

   利用者の一般就労への移行実現だけでなく、就労先でより長く就労を継続できるよ

う支援することも重要であることを踏まえ、現行の就労移行支援体制加算は廃止し、

利用者の就労定着期間に着目した加算を創設。 

 

  【就労継続期間が６月以上１２月未満の利用者の割合】 

    利用定員の 05％以上 15％未満      29単位／日 

    利用定員の 15％以上 25％未満      48単位／日 

    利用定員の 25％以上 35％未満      71単位／日 

    利用定員の 35％以上 45％未満      102単位／日 

    利用定員の 45％以上          146単位／日 

  【就労継続期間が１２月以上２４月未満の利用者の割合】 

    利用定員の 05％以上 15％未満      25単位／日 

    利用定員の 15％以上 25％未満      41単位／日 

    利用定員の 25％以上 35％未満      61単位／日 

    利用定員の 35％以上 45％未満      88単位／日 

    利用定員の 45％以上          125単位／日 

  【就労継続期間が２４月以上３６月未満の利用者の割合】 

    利用定員の 05％以上 15％未満      21単位／日 

    利用定員の 15％以上 25％未満      34単位／日 

    利用定員の 25％以上 35％未満      51単位／日 

    利用定員の 35％以上 45％未満      73単位／日 

    利用定員の 45％以上          105単位／日 

  ※ 加算を算定する年度の前年度において、上記の期間継続して就労している者又は

就労していた者の数を利用定員で除した数が、それぞれの期間ごとのいずれかに該

当する場合、それぞれの所定単位数を算定。但し、就労継続支援Ａ型に移行した利

用者については、就労定着実績に含まない。 
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（２）一般就労への意向実績がない事業所の評価の見直し 

   これまでの定着実績がない事業所に対する減算を強化するとともに、一般就労への

以降実績がない事業所に対する減算を創設。 

 

  【改定後】 

   ・過去２年間の就労移行者数が０の場合、基本報酬を 15％減算 

   ・過去３年間の就労定着者数が０の場合、基本報酬を 30％減算 

   ・過去４年間の就労定着者数が０の場合、基本報酬を 50％減算 

  【平成２６年度まで】 

   ・過去３年間の就労定着者数が０の場合、基本報酬を 15％減算 

   ・過去４年間の就労定着者数が０の場合、基本報酬を 30％減算 

※ 就労継続支援Ａ型に移行した利用者については、就労移行・就労定着実績に含ま

ない。 

 

 

（３）移行準備支援体制加算 

   移行準備支援体制加算Ⅱ型については、多様な施設外就労が可能になるよう、１ユ

ニット３人以上とされている算定基準を廃止。 

 

  【改定後】 

   ・就労支援単位ごとに実施すること 

  【平成２６年度まで】 

   ・就労支援単位（就労移行支援事業の訓練が３人以上の者に対して一体的に行われ

るものをいう。）ごとに実施すること 

 



 12 

【就労継続支援Ａ型】 

（１）短時間利用減算 

   短時間利用者の占める割合から、個々の利用者の利用実態を踏まえた減算体制に変

更。 

 

  【改定後（平成 27年 10月以降）】 

   ・利用者の平均利用時間が 1時間未満の場合、基本報酬を 70％減算 

   ・利用者の平均利用時間が 1時間以上 2時間未満の場合、基本報酬を 60％減算 

   ・利用者の平均利用時間が 2時間以上 3時間未満の場合、基本報酬を 50％減算 

   ・利用者の平均利用時間が 3時間以上 4時間未満の場合、基本報酬を 25％減算 

   ・利用者の平均利用時間が 4時間以上 5時間未満の場合、基本報酬を 10％減算 

    ※1 利用者：雇用契約を締結している利用者に限る 

    ※2 平均利用時間：過去 3ヶ月間における延べ利用時間÷延べ利用人数で算出 

  【平成 27年 9月まで】 

   ・短時間利用者が現員数の 50％～80％の場合、基本報酬を 10％減算 

   ・短時間利用者が現員数の 80％以上の場合、基本報酬を 25％減算 

    ※1 短時間利用者：週 20時間未満の利用者 

    ※2 短時間利用者が現員数に占める割合については、過去 3月間における各週の

短時間利用者の割合を算出した平均値 

 

 

（２）施設外就労加算 

   多様な施設外就労が可能になるよう、１ユニット３人以上とされている算定基準を

廃止。 

 

  【改定後】 

   ・就労支援単位ごとに実施すること 

  【平成２６年度まで】 

   ・就労支援単位（就労継続支援事業の訓練が３人以上の者に対して一体的に行われ

るものをいう。）ごとに実施すること 

 

 

（３）重度障害者支援体制加算 

   重度障害者支援体制加算については、経過措置を終了。 
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【就労継続支援Ｂ型】 

（１）目標工賃達成加算 

   事業所における工賃向上に向けた取組を推進するため、工賃が一定基準に達してい

る事業所を評価するため、新たな加算区分を創設するとともに、算定要件として「前

年度の工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上であること」を追加。 

 

  【改定後】             【平成 26年度まで】 

  ・目標工賃達成加算Ⅰ型（69単位／日） ←  新設 

  ・目標工賃達成加算Ⅱ型（59単位／日） ←  目標工賃達成加算Ⅰ型（49単位／日） 

  ・目標工賃達成加算Ⅲ型（32単位／日） ←  目標工賃達成加算Ⅱ型（22単位／日） 

   ※ 算定要件として「前年度の工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上で

あること」を追加 

 

  ※目標工賃達成加算Ⅰ型の算定要件 

 

   ア 前年度の工賃実績が、原則として前々年度の工賃実績以上であること 

   イ 前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の２分の１以上であること 

   ウ 前年度の工賃実績が、都道府県等に届け出た工賃の目標額以上であること 

   エ 工賃向上計画を作成していること 

 

 

（２）目標工賃達成指導員加算 

   目標工賃達成指導員については、これまで勤務すべき時間数等の規定はなかったが、

（兼務禁止規定はあり）、今回の改定で常勤換算により１人以上配置するよう改定。 

   また、加算額についても引き上げ。 

 

  【改定後】 

   ・ 就労継続支援Ｂ型サービス費Ⅰ型を算定する事業所において、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、利用者の数を６で除した数以上であること。 

  【平成２６年度まで】 

   ・ 就労継続支援Ｂ型サービス費Ⅰ型を算定する事業所において、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、利用者の数を６で

除した数以上であること。 
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（３）施設外就労加算 

   多様な施設外就労が可能になるよう、１ユニット３人以上とされている算定基準を

廃止。 

 

  【改定後】 

   ・就労支援単位ごとに実施すること 

  【平成２６年度まで】 

   ・就労支援単位（就労継続支援事業の訓練が３人以上の者に対して一体的に行われ

るものをいう。）ごとに実施すること 

 

 

（４）重度障害者支援体制加算 

   重度障害者支援体制加算については、経過措置を終了。 
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その他の留意事項について 

 

１．障害福祉サービス等の支給決定期間の変更について 

  平成２７年度より、サービス等利用計画、障害児支援利用計画若しくはセルフプラン

を添付して障害福祉サービス等の新規利用・利用更新をした利用者は支給決定期間が誕

生月末に変更しています。 

  今後、更新時期が利用者により異なってきますので、支給決定期間の適切な把握・管

理をお願いします。 

  なお、サービス等利用計画、障害児支援利用計画若しくはセルフプラン未作成の利用

者については引き続き利用案内にご協力をお願いいたします。 

 

  【参考】 

   ① 障害者支援施設・療養介護・共同生活援助 

    → ３回目の誕生日若しくは障害支援区分認定期間終期のいずれか早い方まで 

   ② ①以外の者 

    → 次の誕生日若しくは障害支援区分認定期間終期のいずれか早い方まで 

   ③ サービス等利用計画、障害児支援利用計画、セルフプラン未提出者 

    → （①29年度末②27年度末）若しくは障害支援区分認定期間終期のいずれか早

い方まで 

 

 

２．消防法施行令の改正について（参考資料①） 

  平成 27 年度より、消防法施行令が改正されます。既存施設については、平成 29 年度

までに新基準に適合するよう経過措置が設けられていますが、障害福祉サービス事業所

及び障害者支援施設については、指定基準において、「消防法その他法令等に規定された

設備を備えなければならない」こととなっておりますので、事前に消防署等に確認の上

で、経過措置終了までに適切に設備を備えていただきますようお願いいたします。 

  特に、共同生活援助事業所においては、利用者の障害支援区分等によっては、スプリ

ンクラーの設置が必須となる場合がありますので、日頃より消防署との連携を密に取っ

ていただくとともに、利用者の障害支援区分及び概況調査等の把握をお願いいたします。 


