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１ 指導監査について
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本市が行う指導の形態は、通常次の２つです。

指導について

集団指導
原則として１年に１度、制度改正
の概要や事業所の運営に係る留意
点等を説明するもの。指導対象と
なる事業者等を一定の場所に集め
て講習等の方法で実施していたが
近年はコロナの影響もあり、動画
視聴形式となっている。

実地指導
指導対象となる事業所において、
事業所が指定基準に基づいて事業
の運営を行っているか、備品、設
備、その他関係書類を確認するも
の。概ね３年に１回※実施する。

※障害者支援施設は概ね２年に１度
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監査について

監査
自立支援給付対象サービス等の内容について、次に示す情報等を踏まえて、
指定基準違反等が認められる場合、若しくは指定基準違反等の疑いがあると
認められる場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るこ
とを目的として実施します。

・ 通報・苦情・相談等に基づく情報

・ 市町村、相談支援事業所等へ寄せられる苦情

・ 自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

・ 実地指導において確認された指定基準違反等
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実地指導・監査の流れ

実地指導
実施の連絡

実地
指導

結果
通知

指定の取消等

命令
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改善報告書提出
過誤申請

通報・苦情
相談等

監査 勧告



令和３年度実地指導の件数

実施事業所数 実施サービス事業数

居宅系
（移動支援含む）

３ ８

通所系
（短期入所・日中一時支援含む）

９ １８

障害者支援施設
（短期入所を含む）

３ １３

共同生活援助
（短期入所を含む）

５ ７

相談支援 ２ ４

合計 ２２ ５０
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主な指導事例について

指導項目 指導件数 指導率

１ 個別支援計画の作成及び適正な運用 １７件 ７７％

２ 各種加算・基本報酬 １２件 ５４％

３ 勤務体制 １２件 ５４％

４ 提供内容・手続きの説明・同意 １１件 ５０％

５ 暴力団排除の契約書 １１件 ５０％

６ 事故発生時の対応等 ７件 ３１％

７ 秘密保持 ６件 ２７％

８ サービス提供の記録 ６件 ２７％
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行政処分について
令和４年６月３０日付で、就労継続支援Ａ型事業所１件の行政処分を
行います。

（１）処分に至った経緯

◆令和３年３月８日 実地指導

◆令和３年９月２日～令和４年４月１２日 監査

◆令和４年５月２６日 処分通知

◆令和４年６月３０日 指定の取消

（２）処分理由

不正請求（総合支援法第５０条第１項第５号）
支援すべき在宅就労及び施設外就労の利用者に対し支援を
行わず、支援したとする虚偽の日誌を作成し、不正に訓練等
給付費を請求し、受領した。 9



２ 令和４年度
指導実施方針
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令和４年度実地指導実施計画

令和４年度は、
新型コロナウイルス感染症の感染
状況や事業所の状況等を踏まえな
がら、７０件程度の実地指導を行
います。
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現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応を行い
つつ、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供される必
要があることから、人員基準等の臨時的取り扱いを当面の間継
続することとしています。
この新型コロナ禍における臨時的取り扱いについては、これ

まで送付したメールや市ホームページをご参照ください。
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重点指導項目

（１） 障害者虐待防止のための措置

（２） サービス提供責任者の責務

（３） 勤務体制の確保

（４） 適切なサービスの提供

（５） 介護給付費の適正な算定



（１）障害者虐待防止のための措置



障害福祉サービス事業者の一般原則

【条例第３条】
３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の
ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施
する等の措置を講じなければならない。

【不適切な事例】
・虐待防止マニュアルが整備されていない。
・虐待防止マニュアルは作成されているものの、研修を行っていない。
・利用者に対する虐待又は不適切な支援の疑いのあるものについて、施設内
だけで事実確認を進め、支給決定市町村及び久留米市に報告していない。
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今年度から虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、
虐待防止のための責任者の設置が義務化されています。



身体拘束等の禁止
【条例第３６条の２】
１ 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他
利用者の行動を制限する行為（身体拘束等）を行ってはならない。

２ 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な
事項を記録しなければならない。

３ 事業者は、身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じな
ければならない。
①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その
結果について、従業員に周知すること。

②身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

【不適切な事例】
・記録に、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況等について、具体的な記載がない。
・全ての利用者から身体拘束に関する同意書を徴収しており、個別の判断を行っていない。
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（２）サービス提供責任者の責務



①利用者への面接を通して、状況やニーズを把握し、個別支援計画を
作成する。

↓
➁個別支援計画の内容について、利用者及びその家族に対して説明を行い、
文書により利用者の同意を得る。

↓
③利用者の同意を得た個別支援計画を、利用者及びその家族へ交付する。

↓
④個別支援計画の実施状況を把握し、必要に応じて個別支援計画の変更を
行うものとする。その際は①～③の手順を踏むこと。

サービス提供責任者の責務①

～個別支援計画作成の手順～



【条例第２７条】
１ サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を
踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した個別支援計画を作成しなければならない。

【解釈通知第三の３(16)】
サービス提供責任者は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を踏ま

えて、当該居宅介護事業所以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も
含め、個別支援計画の原案を作成し、個別支援計画に基づく支援を実施するものである。
なお個別支援計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、サービスの提供に

よって解決すべき課題を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、援助の方向性や目標
を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、
日程等を明らかにするものとする。

【不適切な事例】
・サービス等利用計画と個別支援計画の内容に相違がある。
・個別支援計画において、担当する従業者の氏名が記載されていない。
・２回目以降の個別支援計画において、利用者又は障害児の日常生活全般の状況の見直しを行って
いない。

～個別支援計画の作成～



～説明・同意・交付～

【条例第２７条】
２ サービス提供責任者は、個別支援計画を作成した際は、利用者及びその
同居の家族にその内容を説明するとともに、当該個別支援計画を交付しな
ければならない。

【不適切な事例】
・個別支援計画の説明がサービス提供責任者以外の従業者によってなされている。
・個別支援計画について、利用者及びその家族に対して説明及び同意を得た旨の署名が
無いものがある。

・当該個別支援計画に基づき、サービスの説明を行い利用者の同意を得た旨を、相談支援
専門員及び計画相談支援事業所に対して報告（送付）していない。



～計画の見直し～

【条例第２７条】
３ サービス提供責任者は、個別支援計画作成後においても、当該個別支援
計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該個別支援計画の変更を行
うものとする。

【解釈通知第三の３(14)】
提供されたサービスについては、目標達成の度合いや利用者の満足度等に

ついて常に評価を行うとともに、個別支援計画の見直しを行う等、その改善
を図らなければならないものであること。

【不適切な事例】
・サービス提供時間が変更になっているにもかかわらず、個別支援計画の変更がなされて
いない。

・サービス等利用計画が変更になっているにもかかわらず、個別支援計画の変更がなされ
ていない。



サービス提供責任者の責務②

【条例第３１条】
３ サービス提供責任者は、事業所に対するサービスの利用の申し込みに係る
調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。

【解釈通知第三の３(16)】
サービス提供責任者は、他の従業者の行うサービスが個別支援計画に沿って

実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わ
なければならない。

【不適切な事例】
・個別支援計画に沿った支援が行われおらず、サービス提供責任者による助言、指導等も
行われていない。



（３）勤務体制の確保



勤務日及び勤務時間が不定期な従業者（以下「登録ヘルパー」という。）
についての勤務延べ時間数の算定については、次の通りの取扱いとする。
ア 登録ヘルパーによるサービス提供の実績がある事業所については、登
録ヘルパー１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録ヘルパーの前
年度の週当たりの平均稼働時間（サービス提供時間及び移動時間をいう
。）とすること。

イ 登録ヘルパーによるサービス提供時間の実績がない事業所又は極めて
短期の実績しかない等のためアの方法によって勤務延べ時間数の算定を
行うことが適当でないと認められる事業所については、登録ヘルパーが
確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延
べ時間数に参入すること。

・登録居宅介護従事者の平均稼働時間が管理されていない。

登録ヘルパー平均稼働時間の算定



【条例第３４条】
１ 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所
ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供
しなければならない。

【不適切な事例】
・管理者とサービス提供責任者等、同一事業所内で兼務している従業員について、それぞれの
勤務時間が明確に区分されていない。

・他事業所と兼務している従業者について、それぞれの勤務時間が区分されていない。
・出勤簿等が整備されておらず、職員の勤務時間を確認することができない。
・常勤と非常勤が区別されていない。
・登録居宅介護従事者の平均稼働時間が管理されていない。

勤務状況の確認



【条例第３４条】
３ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ
ればならない。

【解釈通知】
事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該

事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものである
こと。

【不適切な事例】
・事業所内での職員研修が実施されておらず、外部研修にも参加していない。
・職員研修に関する記録が無い。外部研修へ参加した実績を確認できない。
・職員研修に関する計画が策定されていない。

研修の機会の確保



（４）適切なサービスの提供



サービスの提供の記録

【条例第２０条】
１ 事業者は、サービスを提供した際は、サービスの提供日、内容その他
必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

２ 事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から
サービスを提供したことについて確認を受けなければならない。

【不適切な事例】
・提供したサービスの具体的内容が記載されていない。
・利用者等から確認を受けているものの、都度ではなくまとめて確認を
受けている。

・利用者からサービスの提供について確認を得た事実が確認（サイン・
押印等）できない。



介護給付費の額に係る通知等

【条例第２４条】
１ 事業者は、法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費等
の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等
に係る介護給付費等の額を通知しなければならない。

【不適切な事例】
・利用者に対して、介護給付費の額の通知をしていない。



（５）介護給付費の適正な算定について



＜主な確認書類＞
・サービス提供の記録
・加算の算定拠点となる記録
・介護給付費等明細書
・サービス提供実績記録表

記録と請求内容の整合性

介護給付費の請求は、サービス提供の記録等に基づいて行われ
ます。そのため、基本報酬や各種加算を算定するためには、その
根拠となる記録等があると思います。請求内容と、算定根拠とな
る記録等の整合性について確認します。



居宅介護サービス費の算定について

【留意事項通知】

サービスを行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではな
く、個別支援計画に基づいて行われるべきサービスに要する時間に基づき算
定されることに留意する必要がある。

なお、当初の個別支援計画で定めたサービス提供内容やサービス提供時間
が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに個別支援計画を見
直し、変更を行うことが必要であること。

【不適切な事例】
・個別支援計画とは異なるサービス提供時間でサービスが提供されている。



３ 指定事業者としての
留意事項



身体拘束等の禁止・虐待の防止

【身体拘束等の禁止】

条例第３６条の２

３ 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな
ければならない。

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。

34

令和４年度から義務



【虐待の防止】

条例第４１条の２

事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる
措置を講じなければならない。

一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。

三 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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利用者からの同意・確認の方法

【個別支援計画】

「サービス管理責任者は、個別支援計画の原案の内容について、
利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を
得なければならない。」

【サービスの提供の記録】

「支給決定障害者からサービスを提供したことについて確認を受
けなければならない。」
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★同意・確認の方法

利用者への同意・確認は、サイン又は押印のいずれかの方法で行
うことができます。

サインをすることが難しい場合は、押印をしてもらうなど、利用
者に沿った対応をお願いします。

電子署名を行う場合でも、

※必ず押印が必要なものではないです。
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各記録等の電子化について
•令和３年７月の条例改正により、書面に代えて電磁的記録に
行うことや、書類の交付等を、書面に代えて電磁的方法でお
こなうことが可能となりました。

電磁的方法とは…

電磁的媒体（CD-R等の時期ディスク、ハードディスク等）を使
用しての交付などのこと

電磁的記録とは…

パソコンなどで閲覧が可能なデータ（PDF・Word・Excel等）
のこと

38



【電磁的方法による交付などへの事前承諾】

利用者からの同意・確認が必要な文書や利用者への説明・交付が
必要な文書を電磁的方法により対応する場合には、利用者からの
事前承諾が必要です。

具体的には、

・重要事項説明書の交付

・個別支援計画への同意や交付

・個人情報利用同意書への同意

・サービスの提供の記録への確認

などについて、電磁的方法により対応する場合には、利用者から
の事前承諾が必要となります。
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【利用者からの事前承諾】

重要事項説明書や契約書などに利用者からの同意や交付などを電
磁的方法によることに同意する旨の記載を盛り込むことにより承
諾を得る方法が想定されます。

その他、利用者とのメールでも、承諾の意思が客観的に確認でき
れば差し支えありません。

※事業所ホームページに重要事項説明書を掲載することにより、
電磁的に交付したとする場合についても利用者から事前承諾が必
要です。

その場合、利用者に説明したこと、同意を得たことが確認できる
ようにする必要があります。

40



廃止・休止時の留意事項

•廃止（休止）届を提出するまでに、利用者と希望や意向等を聴
取するため個々に面談を行い、利用者の今後のサービス利用調
整を確実に実施してください。

•廃止（休止）届を提出する際は、現にサービスを受けている者
の氏名、希望サービス、移動先サービス等を記載したリスト、
及び当該リストの作成に当たり、現にサービスを受けている者
に対して実施した個々の面談記録等も併せて提出してください
。

※「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留
意事項等について」（平成29年7月28日厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課他事務連絡）参照



利用者の利用調整が未整備な場合には、勧告を行います。

勧告を行い、事業所が廃止になった後も法人が残る場合で
あって、勧告内容に正当な理由がなく従わない場合には、
命令をさらに行い、公示を行います。

命令を経ても当該勧告に従わない場合には、指定の取消し
を行います。

※総合支援法第４９条、第５０条の規定による

廃止・休止時の留意事項



指定(更新)申請・廃止届出・変更届出等
の提出について

届け出内容 提出期限

新規指定・更新指定 前々月の16日まで

廃止届・休止届 廃止日及び休止日の1ヶ月前まで

再開届 再開日から10日以内

介護給付費等の請求に関する事項の変更 前月の15日まで

事業所の平面図の変更
変更日のおおよそ10日前まで（※）

【要事前協議】
事業所の所在地の変更



届け出内容 提出期限

申請者（設置者）の名称の変更

変更が生じた日から10日以内

代表者の氏名及び住所の変更

役員(理事)の氏名及び住所の変更

定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等（当該指定
に係る事業に関するものに限る）の変更

事業所（施設）の管理者の氏名及び住所の変更

事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所の変更

主たる対象者の変更

運営規程の変更

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との
契約内容の変更



事業所の平面図・所在地の変更について

・事業所の平面図・所在地を変更する場合、建築基準法や消防法の
確認のため、建築指導課及び消防署への事前確認をお願いしていま
す。

・市街化調整区域や建物の用途が限られている場合、使用ができな
いことがあります。

建物に係る契約を行う前に必ず建築指導課・消
防署への確認をしてください。
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４ その他の
届出事項について



業務管理体制の整備に関する届出について

・平成２４年４月から、指定障害福祉サービス事業者及び指定障

害児通所事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備とその届

出が義務付けられました。

・平成３１年４月から、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部

が改正。

⇒久留米市に全ての事業所が所在する事業者は、業務管理体制

の届出先が久留米市になりました。



業務管理体制の整備に関する届出について
・現在届出を行っていない事業者は・・・

⇒ 事業区分ごとの届出先に届出書を提出してください。

・届出内容に変更が生じた場合は・・・

⇒ 変更届の提出が必要です。

※既に当市へ届出を行っており、その後変更が無い事業所について

は改めて当市へ届出を行う必要はありません。



１．事業区分
（１）障害者総合支援法に基づくもの
・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
（第５１条の２）

・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
（第５１条の３１）

（２）児童福祉法に基づくもの
・指定障害児通所支援事業者（第２１条の５の２５）

・指定障害児相談支援事業者（第２４条の３８）



２．業務管理体制の整備の内容及び
届出に記載すべき事項

業務管理体制の整備の内容は、事業所等が運営・設置している
事業所や施設の数に応じて定められています。

事業区分ごとの
事業所等の数

法令遵守責任者
の選任

法令遵守規定
の整備

業務執行の状況
の監査の方法

①事業所等の数が
20未満の事業者

届出が必要 ― ―

②事業所等の数が
20以上の事業者

届出が必要 届出が必要 ―

③事業所等の数が
100以上の事業者

届出が必要 届出が必要 届出が必要



３．業務管理体制の整備に関する
事項を記載した届出書の届出先

届出先は、事業所等の所在地によって決まります。

主たる事務所の所在地ではないのでご注意ください。

区分 届出先

① ２以上の都道府県に事業所等が所在する事業者
厚生労働省

（社会・援護局障害保健福祉部企
画課監査指導室）

② 久留米市内にすべての事業所等が所在する事業者
※障害児施設は除く

久留米市
（健康福祉部障害者福祉課）

③ ①、②以外の事業者 福岡県
（福祉労働局障がい福祉課）



４．届出の提出を要する時
（１）指定障害福祉サービス事業所等の新規指定時

新規指定の事業の事業区分において・・・

①最初に事業所を開設する場合

⇒ 久留米市に届出が必要

②すでに久留米市に届出をしている場合

⇒ 届出不要（事業所数が２０となった場合を除く）

③他市に事業所がある場合の事業所の追加

⇒ 福岡県又は厚生労働省に対して、届出書又は変更届の

提出が必要



４．届出の提出を要する時
（１）指定障害福祉サービス事業所等の新規指定時

例１）久留米市内に１８事業所を有していたが、更に２つの事業

所を新規で久留米市内に開設する場合。

⇒久留米市に「法令遵守規定の整備」の届出書を提出。

例２）小郡市に１事業所を有していたが、久留米市に更に１事業

所を開設する場合。

⇒現届出先の福岡県に変更届を提出。



４．届出の提出を要する時
（１）指定障害福祉サービス事業所等の新規指定時

例３）福岡市に１事業所を有していたが、久留米市に更に１

事業所を開設する場合。

⇒現届出先の福岡市及び新届出先となる福岡県に届出

書を提出。

例４）鳥栖市に１事業所を有していたが、久留米市に更に１

事業所を開設する場合。

⇒現届出先の佐賀県及び新届出先となる厚生労働省に届出

書を提出。



４．届出の提出を要する時
（２）指定障害福祉サービス事業所等に係る変更届の提出時

次の①～⑧に該当する変更があった場合は、
事業所の指定に係る変更届とは別に
「業務管理体制に係る届出事項変更届」を提出してください。

①設置者の名称 ②設置者の主たる事業所の所在地

③代表者の氏名・生年月日 ④代表者の住所

⑤代表者の職名 ⑥法令遵守責任者の氏名・生年月日

⑦法令遵守規定の概要 ⑧業務執行状況の監査の方法の概要



４．届出の提出を要する時

（３）指定障害福祉サービス事業所の廃止時

①届出先が久留米市の場合

⇒届出不要

②廃止する事業の事業区分について、他市にも事業所

がある場合

⇒福岡県又は厚生労働省に対して届出書又は変更届の

提出が必要



４．届出の提出を要する時
（３）指定障害福祉サービスの廃止時

例１）福岡市と久留米市に事業所を１ずつ有している場合で、

久留米市の事業所を廃止する場合。

⇒現届出先の福岡県及び新届出先となる福岡市に

届出書を提出。

例２）小郡市と久留米市に事業所を１ずつ有している場合で、

久留米市の事業所を廃止する場合。

⇒現届出先の福岡県に変更届を提出。



５．業務管理体制に係る検査

（１）一般検査の実施

報告、出頭又は実地指導時の立入調査により、

定期的に実施する。

（２）特別検査の実施

指定事業所等の指定取消相当の事案が発覚した場合は、

立入による特別検査を実施し、

その結果を関係都道府県知事又は関係市町村長に

通知する。



５．業務管理体制に係る検査

（３）行政上の措置等

適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、

勧告、命令等を行う。

命令に違反したときは、

違反内容を関係都道府県又は関係市町村長に通知する。



障害福祉サービス等情報公表制度について

・平成３０年４月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法に

おいて制定され、同年９月１日から運用を開始しています。

①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事並

びに指定都市、中核市及び児童相談所設置市（以下、「都道

府県知事等」という。）へ報告することを求めます。

②必要に応じ、都道府県知事等が報告された内容を公表します。



１．登録情報について
（１）指定障害福祉サービス等提供事業者の登録情報について

は、年１回の登録内容の更新が必要となっています。

⇒令和３年７月３１日までに事業所情報の更新をお願い

いたします。

※事業所情報の登録がお済みでない事業所におきましては、

至急登録をお願いいたします。

（２）「公表システム」より事業者へメールで通知されるログ

インＩＤとパスワードで「公表システム」にログインし、

詳細情報の入力をしてください。



２.ログインＩＤとパスワード
・１法人に１つの付与となっています。

⇒複数事業所を運営する法人については、

１つのＩＤとパスワードを事業所間で共有することとなります。

※例外として、久留米市内では同一法人が児者両方のサービス

を提供している場合は、ＩＤは１法人に２つとなります。

※ログインＩＤとパスワードがわからなくなった場合は障害者

福祉課にお問い合わせください。「公表システム」から事業

者に新しいログインＩＤとパスワードをメールで通知します。



３．入力事項について
・入力事項は、事業所が回答不可能な事項以外すべての事項と

なっています。記入漏れが無いようにお願いします。

・障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/



５ 令和４年度担当者一覧

業務内容 担当チーム 担 当 者

サービスの支給決定

サービス支援

原口・筬島・浦上・野田・馬場・若松
計画相談

給付費の請求事務
筬島
野田・馬場（年度後半からの予定）

事業所の指導監査

障害施策推進

中島・松﨑・合原

事業所の指定 松﨑・中島・合原

社会福祉法人 松﨑・合原・中島

情報公表制度
業務管理体制

立石・松﨑・中島・合原
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ご清聴ありがとう
ございました

必ずＰＣ・スマートフォン
から受講確認申請を行って

ください。



久留米市の小児慢性特定疾病
児童等に関する取組みについて

久留米市保健所健康推進課 難病・在宅医療チーム

TEL:0942-30-9729 / FAX:0942-30-9833
Email:ho-kenko@city.kurume.lg.jp

－小児慢性特定疾病児童手帳の作成－

参考：保健所からのお知らせ



１．事業及び目的

（１）医療費助成

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を

図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度。 ＊対象疾患群：788疾病（16疾患群）

（２）日常生活用具給付

小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図る事業。

（３）自立支援事業

慢性的な疾病を抱える児童及びその家族の負担軽減及び長期療養をしている児童の自立や成長支援に

ついて、地域の社会資源を活用するとともに、利用者の環境等に応じた支援を行う事業。

２． 対象年齢

１８歳未満（引き続き治療が必要であると認められる場合は、２０歳未満）

３． 実施主体

都道府県、指定都市及び中核市 （ただし、（３）日常生活用具給付については市町村（特別区含む））

小児慢性特定疾病対策の概要



○ 対象者の要件

○ 自己負担 申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。
○ 国庫負担率 １／２（都道府県・指定都市・中核市１／２）
○ 根拠条文 児童福祉法第19条の２、第53条

小児慢性特定疾病医療費助成の概要

・小児慢性特定疾病（※）にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。
※①慢性に経過する疾病であること ②生命を長期に脅かす疾病であること ③症状や治療が
長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること ④長期にわたって高額な医療費の負担が
続く疾病であること の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。

・18歳未満の児童等であること。（ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、
かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。）

医療費助成の概要

自己負担限度額（月額）

人工呼吸器等

装着者

生活保護 0 0 0

市町村民税非課税 本人年収
（世帯） ～80万円

本人年収
80万円超～

一般所得
Ⅱ

10,000 5,000

上位所得 15,000 10,000

入院時の食費 1/2自己負担

重症

（(　)内の数字は、夫婦２人世帯の場合における年収の
目安）

市町村民税課税以上7.1万円未満

（約160万円～約370万円）
5,000 2,500

市町村民税課税以上7.1万円以上25.1万円未満（約
370万円～約810万円）

市町村民税25.1万円以上（約810万円～）

患者負担割合：２割

自己負担上限額（外来＋入院）

一般

―

低所得Ⅰ 1,250

500

低所得Ⅱ 2,500

一般所得
Ⅰ

階層区分

階層区分の基準

対象疾患群

○対象疾病数：788疾病（16疾患群）

①悪性新生物 ⑦糖尿病 ⑬染色体又は遺伝子
②慢性腎疾患 ⑧先天性代謝異常 に変化を伴う症候群
③慢性呼吸器疾患 ⑨血液疾患 ⑭皮膚疾患
④慢性心疾患 ⑩免疫疾患 ⑮骨系統疾患
⑤内分泌疾患 ⑪神経・筋疾患 ⑯脈管系疾患
⑥膠原病 ⑫慢性消化器疾患

厚生労働省資料より一部引用



久留米市小児慢性特定疾病医療費助成の状況（R4.3.31現在）

－

骨系統疾患（軟骨低形成症など）

脈管奇形（リンパ管腫など）

ミトコンドリア病など

先天性血液凝固因子異常症（血友病）、血小板減少性紫斑病など

原発性食細胞機能不全症及び欠損症

難治性てんかん脳症、もやもや病、筋ジストロフィーなど

炎症性腸疾患（クローン病、潰瘍性大腸炎）、肝内胆汁うっ滞性疾患

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群（コルネリア・デランゲ症候群、チャージ症候群）

脈管系疾患

疾患群名 本市における対象者の多い疾病　大分類（主疾病）

中枢神経系腫瘍、白血病、固形腫瘍など

ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、腎奇形など

気道狭窄など

左心低形成症候群、単心室症、フォンタン術後症候群など

成長ホルモン分泌不全性低身長症、甲状腺機能低下症（橋本病）、甲状腺機能亢進症（バセドウ病）など

膠原病疾患（若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデス）など

糖尿病

血液疾患

免疫疾患

神経・筋疾患

慢性消化器疾患

皮膚疾患

骨系統疾患

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

膠原病

慢性心疾患

内分泌疾患

糖尿病

先天性代謝異常

悪性新生物

慢性腎疾患

慢性呼吸器疾患

○主な給付疾患群
内分泌疾患、悪性新生物、糖尿病、慢性心疾患、神経筋疾患

○本市の医療費助成実績 R2:68,768千円
R1： ５８，４８７千円 H26：４２，９５７千円
H30：５９，１８９千円 H25：４６，２７３千円
H29：５５，６８１千円 H24：５４，９５６千円
H28：５８，５２４千円 H23：４１，２７０千円
H27：５５，８８６千円 H22：３９，８１７千円

○指定小児慢性特定疾病医療機関（病院・診療所）：市内３６機関
久留米市小児慢性特定疾病児童等の主な受療機関
（久留米大学病院、聖マリア病院）

○小慢医療受給者証の新規交付時に、「小児慢性特定疾病
児童手帳」を交付

患児数 42 7 6 26 62 7 28 6 13 2 30 22 5 0 6 0 262

割合 16.0% 2.7% 2.3% 9.9% 23.7% 2.7% 10.7% 2.3% 5.0% 0.8% 11.5% 8.4% 1.9% 0.0% 2.3% 0.0% 100.0%
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久留米市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の概要

目的： 小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図る。
対象者： 久留米市小児慢性特定疾病児童等であり、他の施策の対象とならない者
自己負担： 申請者の所得に応じて、一部自己負担がある。
対象品目： 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊

尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引機、ネブライザー
(吸入器）、パルスオキシメーター、ストーマ（蓄便袋、蓄尿袋）、人工鼻 の18品目

給付実績（H23~R3）※給付実績がある品目のみ掲載

日常生活用具給付事業

年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度
品目

1 1
1

2 1 1 1 1

1 1
2 2 2 1

0 0 2 1 1 4 5 4 1
0 0 88,960 53,100 49,750 143,238 350,558 203,505 70,825公費負担額（円）

紫外線カットクリーム
ネブライザー（吸入器）
人工鼻

車いす

クールベスト

給付件数（件）

電気式たん吸引器
頭部保護帽

3元 22625 27 28 29 30





目的：小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び福祉に関し、小児慢性特定疾病児童等その家族及びその他の

関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。

事業内容：

１．相談対応
○電話・メール相談（月～金 ８：３０～１７：１５ 祝休日、事業所閉館日除く）

○来所相談（R1年度7月からは出張相談窓口：久留米大学病院（奇数月）及び聖マリア病院（偶数月）も開設）

○小児慢性特定疾病医療受給者証継続申請時（毎年10月及び11月の2回、集中受付期間８日）
相談場所（久留米市保健所健康推進課窓口）

２.  ピアカウンセリング事業
小慢児童等の養育経験者が、日常生活や学校生活を送る上での相談や助言を行い、小慢児童等の家族の
不安の解消を図る。

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の概要

相談支援事業（必須事
業）



目的：医療的ケアを要する在宅の小児慢性特定疾病児童等の介護者の負担を軽減するため、医療機関等に

おいて小児慢性特定疾病児童等を一時的に預かり、療養上の管理、その他必要な支援を行う。

対象児童：本市に住民票があり、小慢受給者証を持ち、

①呼吸障害等により人工呼吸器を使用 ②気管切開 ③常時喀痰吸引 のいずれかの状態の方

受託医療機関：福岡県内11ヵ所

久留米市内では1ヶ所（久留米大学病院）

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の概要

レスパイト支援事業（任意事業）



本市の小児慢性特定疾病児童等申請時アンケート結果①

49

35

17

24

12

22

12

0 10 20 30 40 50 60

集団生活に関すること（学校・職場等）

治療に関すること

食生活に関すること

就職に関すること

子育てに関すること

経済面に関すること

その他

「ある」と回答した数：102人

単位：人、N=186

問１ 「悩みや心配・困っていることがあるか」において「ある」と回答した内容の内訳（複数回答）



問５ 今後希望する方策について（複数回答）

45

52

20

7

49

1

0 10 20 30 40 50 60

病気に関する研修・講演会

同じ病気を持つ患者・家族との交流会

患者会・家族会の紹介

レスパイト入院

就学・就労における周囲の疾病理解及び支援策

その他

単位：人、N=186

★

本市の小児慢性特定疾病児童等申請時アンケート結果②

小児慢性特定疾病自立支援事業の中で
ピアカウンセリング（交流会）を実施



本市の小児慢性特定疾病児童等申請時アンケート結果③

保育所から高校までは、年齢が上がるにつれ、
周囲への疾病理解及び支援策を希望する方の割
合と人数が多くなった。

疾患群別では、希望者が多かったのは、
悪性新生物（８人）、内分泌疾患（8人）、
神経・筋疾患（6人）であった。

疾患群別の「就学・就労における周囲の疾病理解及び支援策」の希望者数（割合）

疾患群 回答者総数 希望者人数 割合

悪性新生物 31 8 (25.8%)

慢性腎疾患 8 4 (50.0%)

慢性呼吸器系疾患 3 0 (0.0%)

慢性心疾患 17 5 (29.4%)

内分泌疾患 49 8 (16.3%)

膠原病 4 2 (50.0%)

糖尿病 19 5 (26.3％)

先天性代謝異常 6 1 (16.7%)

血液疾患 12 4 (33.3%)

神経・筋疾患 18 6 (33.3%)

慢性消化器疾患 15 5 (33.3%)

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 2 0 (0.0%)

骨系統 2 1 (50.0%)

合計 186 49

3 4 17 9 13 2 1

18.8%

23.5% 24.6%

31.0%

40.6%

14.3%

20.0%
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所属別「就学・就労における周囲の疾病理解及び支援策」を希望する件数と母数に占める
割合

※「なし」の内訳は未就園児13人、無職3人

(件)

単位：人、
N=186



小児慢性特定疾病児童等の疾病理解及び支援策について

小児慢性特定疾病児童手帳を活用した本人及び周囲の疾病理解促進

○今後希望する方策についての項目の中で、「就学・就労における周囲の疾病理解及び支援策」だけが、
まだ取り組むことができていない。

○「就学・就労における周囲への疾病理解及び支援策」を希望する小児慢性特定疾病児童等は、「疾患群別」
「医療処置別」において、分布に特異性は見えなかった。

アンケートから見えた現状

解決策

疾患、医療処置等に拠らない「就学・就労における周囲への疾病理解及び支援策」が必要

課題



目的

・小児慢性特定疾病児童等（小慢児童等）とその周囲の人の疾病理解を
深めること

・症状が急変した場合に、その場にいる周囲の人から医療機関等への
連絡等が速やかに行われること

・学校生活等において関係者が小慢児童等の症状を正しく理解し、適切な
対応が図られること

記入については、患児・保護者だけでなく、支援してくださる関係者の皆さまのご協力を

お願いいたします。

小児慢性特定疾病児童手帳



○手帳の使用と記載については、「手引き」を作成しています。

ご希望の方は、久留米市保健所健康推進課 難病・在宅医療チームまで
ご連絡ください。

○この手帳には、個人情報や支援者・関係機関に関する情報が多く含まれています。

取扱いは、プライバシーに十分配慮してください。

○この手帳は、本人または保護者が許可した支援者だけが見ることができるものです。

支援に関わらない第三者に無断で情報を提供すること、承諾なしにコピーして二次的
に使用することがないようにしてください。

小児慢性特定疾病児童手帳 ‐注意点‐



就労時に配慮が必要な点の確認と職
場生活での状況を関係者で共有

学校等

学校生活で配慮が必要な点の確認と
学校生活での状況を関係者で共有

家庭生活での状況を記載し、関係者で共有

家庭・学校・就労生活における留意点の
共有と各生活の場での過ごし方の確認

医療機関

久留米市

患児・家族小慢手帳

自立支援員

医療費助成申請時や自立支援事業等の機会によ
り市の関係機関（医療・福祉・教育）で連携

医療機関間の連携も必要⇒移行期医療の課題にも取り組む
就労場所

小児慢性特定疾病児童手帳の運用方法



体調に不安が現れたとき、新しい病院にうつるとき、

新しいことをするとき（進学・就職・・・）、大切な人に

あなたのことを説明するとき、曖昧になっていく記憶の代わりに、

説明を手助けしてくれます。

患者会： さわ さん


