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支援費基準の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点

本資料は、支援費の定義等を整理するとともに、厚生労働大臣が定める支援費基準の

設定に当たっての基本的な考え方及び主な論点を、現段階で考えられる範囲において整

理したものである。

厚生労働大臣が定める支援費基準については、今後、さらに基本的な考え方を整理し

た上で、具体的な基準案の策定を進めていくこととしている。

１ 支援費の定義

（１）施設訓練等支援費

施設訓練等支援費は、施設支給決定身体障害者等が、指定身体障害者更生施設等

から身体障害者施設支援等を受けたときに、市町村から当該施設支給決定身体障害

者等に対して支給される当該指定施設支援に要した費用 特定日常生活費を除く（ 。）

である。

注：特定日常生活費

１ 身体障害者施設支援に要する費用における日常生活に要する費

用のうち厚生労働省令で定める費用

２ 知的障害者通勤寮支援に要する費用における日常生活に要する

費用のうち厚生労働省令で定める費用

○参照条文

１ 身体障害者福祉法第17条の10第１項

２ 知的障害者福祉法第15条の11第１項
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（２）居宅生活支援費

居宅生活支援費は、居宅支給決定身体障害者等が、指定居宅支援事業者から当

該指定に係る身体障害者居宅支援等を受けたときに、市町村から当該居宅支給決

定身体障害者等に対して支給される当該指定居宅支援に要した費用（特定費用等

を除く ）である。。

注：特定費用等

１ 身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創

作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

２ 身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費

用のうち厚生労働省令で定める費用

３ 知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創

作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

４ 知的障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費

用のうち厚生労働省令で定める費用

５ 知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要す

る費用として厚生労働省令で定める費用

６ 児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活

動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

７ 児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のう

ち厚生労働省令で定める費用

○参照条文

１ 身体障害者福祉法第17条の４第１項

２ 知的障害者福祉法第15条の５第１項

３ 児童福祉法第21条の10第１項
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２ 支援費の性格

施設訓練等支援費等は、施設支給決定身体障害者等が指定身体障害者更生施設等か

らサービスの提供を受けた場合に、そのサービスの対価として市町村から当該支給決

定身体障害者等に対して支給されるものである。

３ 支援費の額

市町村が施設支給決定身体障害者等に支給する支援費の額は、①に掲げる額から②

に掲げる額を控除して得た額である。

① 身体障害者施設支援等の種類ごとに指定施設支援等に通常要する費用（特定

日常生活費又は特定費用を除く ）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回。

らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額（その額が当該

指定施設支援等に要した費用（特定日常生活費又は特定費用を除く ）の額を。

超えるときは、当該現に指定施設支援等に要した費用の額）

② 身体障害者等又はその扶養義務者（民法に定める扶養義務者）の負担能力

に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定

める基準により算定した額

○参照条文

１ 身体障害者福祉法第17条の４第２項、第17条の10第２項

２ 知的障害者福祉法第15条の５第２項、第15条の11第２項

３ 児童福祉法第21条の10第２項

なお、市町村は、施設訓練等支援費等として当該施設支給決定身体障害者等に支給

すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者等に代わり、指定身体障害者

更生施設等に支払うことができることとなっている。
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○参照条文

１ 身体障害者福祉法第17条の５第８項、第９項、第17条の11第８項、第９項

２ 知的障害者福祉法第15条の６第８項、第９項、第15条の12第８項、第９項

３ 児童福祉法第21条の11第８項、第９項

４ 厚生労働大臣が定める支援費基準の基本的考え方

（１）設定に当たって原則となる考え方

支援費は、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において、市町村長が

定める基準によることとされている。

この厚生労働大臣が定める基準の具体的な設定に当たっては、次のような基本的

な考え方が重要と考えている。

○ 各居宅生活支援及び各施設訓練等支援ごとに、当該サービスに通常要する費用

を適切に評価した基準とすること。

○ 居宅生活支援及び施設訓練等支援を担う事業主体において、安定的かつ効率的

に事業運営が行えるような基準とすること。

○ 同一のサービスであれば、設置主体にかかわらず、同一の支援費基準とするこ

と。

○ 利用者や事業者などにわかりやすく、簡素で合理的な基準とすること。
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（２）設定に当たって配慮する必要があると考えられる基本的な論点

①地域生活を推進する観点からの配慮

ノーマライゼーションのもと、障害者の地域生活の推進を評価するような支援

費基準を設定することが必要ではないか。

②重度障害者等への対応

重度障害者や重複障害者が適切にサービスを利用できるよう障害の程度等を考

慮して支援費基準を設定することが必要ではないか。

施設訓練等支援費については、障害程度区分に応じて支援費基準を設定するこ

ととなるが、居宅生活支援費のうち、デイサービス、短期入所及び知的障害者地

域生活援助に係る支援費基準についても、障害の程度を考慮する方向で検討する

必要があるのではないか。

③地域差の反映

居宅生活支援及び施設訓練等支援に必要な人件費等の水準が同じような地域ご

とに支援費基準を設定することが適当ではないか。

④現行制度からの円滑な移行

支援費基準の具体的な設定に当たっては、現行の措置制度からの円滑な移行に

も十分配慮することが必要ではないか。
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５ 施設訓練等支援費基準設定に当たっての主な論点

（１）定員規模の取扱い

現行の10人刻みによる細かな定員規模別の単価は、設けないこととすることで検

討してはどうか。

ただし、その際には、小規模施設でも適切にサービスが提供できるように配慮す

るとともに、大規模施設志向とならないような措置を講じることも検討する必要が

あるのではないか。

（２）地域生活への移行努力等の評価

施設が行う障害者の地域生活移行への努力等に対して、適切に評価・対応できる

ような仕組みを講じることが必要ではないか。

（３）身体障害者施設支援

身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援

が適切に提供されるよう、現在の措置費基準を踏まえて、各施設支援の目的に応じ

た基準を設定することが必要ではないか。

（４）知的障害者施設支援

知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援、知的障害者通勤寮支援及び

心身障害者福祉協会が設置する福祉施設において提供される支援が適切に提供され

るよう、現在の措置費基準を踏まえて、各施設支援の目的に応じた基準を設定する

ことが必要ではないか。

６ 居宅生活支援費基準設定に当たっての主な論点

（１）居宅介護（ホームヘルプサービス）

① 現行の制度を基本としつつ、身体介護、家事援助、移動介護以外の区分の必要
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性等を検討する必要があるのではないか。

② 早朝・夜間、昼間、深夜といったサービス提供時間帯を配慮した基準とするこ

とが必要ではないか。

③ 滞在型及び巡回型の区分をなくし、現行の滞在型を基本として、支援費算定の

単位は３０分を軸に検討することが必要ではないか。

なお、その際には、移動時間を反映する必要があるのではないか。

（２）デイサービス

① 身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスは、現行の介護型、基本

型等の型別設定を廃止し、基本事業単価に入浴サービス単価、給食サービス単価

等を加算する方式を基本に検討することが必要ではないか。

② 重度障害者等に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とす

ることが必要ではないか。

③ 支援費算定の単位は、基本事業部分に着目して、１回の提供単位を半日又は１

日とすることで検討してはどうか。

（３）短期入所（ショートステイ）

① 障害児及び知的障害者の日中受け入れの取り扱いについては、どのように考え

るか。

② 重度障害者等に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とす

ることが必要ではないか。
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（４）知的障害者地域生活援助（グループホーム）

① 重度障害者等に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とす

ることが必要ではないか。

② 支援費算定の単位は、１月を単位とすることで検討してはどうか。

７ 特定日常生活費等（厚生労働省令で定める事項）についての主な論点

（１）身体障害者施設支援に係る特定日常生活費

被服費、日用品費、教養娯楽費等の日常生活においても通常必要となるものに係

る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを特定日常生活費の範囲

として定めることとしてはどうか。

（２）通勤寮支援日常生活費

食材料費、被服費、日用品費、教養娯楽費等の日常生活においても通常必要とな

るものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを日常生活費

の範囲として定めることとしてはどうか。

（３）デイサービスに係る特定費用

サービス提供に必要な原材料費のほか、デイサービスにおいて提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担するこ

とが適当と考えられるものを特定費用の範囲として定めることとしてはどうか。

（４）短期入所に係る特定費用

サービス提供に必要な原材料費等のほか、短期入所において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担すること

が適当と考えられるものを特定費用の範囲として定めることとしてはどうか。
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（５）知的障害者地域生活援助に係る特定日常生活費

家賃等のほか、知的障害者地域生活援助において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考

えられるものを特定日常生活費の範囲として定めることとしてはどうか。



10

(参照条文)

１(１)関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

（施設訓練等支援費の支給）

第17条の10 市町村は、次条第５項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第３

項の規定により定められた同項第１号の期間 以下 施設支給決定期間 という（ 「 」 。）

内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又

は特定身体障害者授産施設（以下「指定身体障害者更生施設等」という ）に入所。

の申込みを行い 当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援 以下 指、 （ 「

定施設支援」という ）を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当。

該指定施設支援に要した費用（日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める

費用（以下「特定日常生活費」という ）を除く ）について、施設訓練等支援費を。 。

支給する。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

（施設訓練等支援費の支給）

第15条の11 市町村は、次条第５項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第３

項の規定により定められた同項第１号の期間内において、都道府県知事が指定する

知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は心身

障害者福祉協会の設置する福祉施設 以下 指定知的障害者更生施設等 という（ 「 」 。）

に入所の申込みを行い 当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援 以、 （

下「指定施設支援」という ）を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対。

し、当該指定施設支援に要した費用（知的障害者通勤寮支援に要する費用における

日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「通勤寮支援日常生

活費」という ）を除く ）について、施設訓練等支援費を支給する。。 。

１(２)関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の支給）

第17条の４ 市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第３

項の規定により定められた同項第１号の期間 以下 居宅支給決定期間 という（ 「 」 。）

内において、都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という ）。

に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指

定に係る身体障害者居宅支援（以下「指定居宅支援」という ）を受けたときは、。

当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定めら

れた同項第２号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において

同じ ）に要した費用（身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又。

は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入

所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
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（以下「特定費用」という ）を除く ）について、居宅生活支援費を支給する。。 。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の支給）

第15条の５ 市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第３

項の規定により定められた同項第１号の期間 以下 居宅支給決定期間 という（ 「 」 。）

内において、都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という ）。

に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指

定に係る知的障害者居宅支援（以下「指定居宅支援」という ）を受けたときは、。

当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定めら

れた同項第２号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において

同じ ）に要した費用（知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又。

は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期入

所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

（以下「特定費用」という ）並びに知的障害者地域生活援助に要した費用におけ。

る日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用（第３項及び次条におい

て「特定日常生活費」という ）を除く ）について、居宅生活支援費を支給する。。 。

○児童福祉法(改正後、抄)

第21条の10 市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第３項の

規定により定められた同項第１号の期間（以下「居宅支給決定期間」という ）内。

において、都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という ）に。

児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る

児童居宅支援（以下「指定居宅支援」という ）を受けたときは、当該居宅支給決。

定保護者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定められた同項第２号に規

定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ ）に要した費。

用（児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用

のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活

に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「特定費用」という ）を除。

く ）について、居宅生活支援費を支給する。。

２関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の受給の手続）

第17条の５ (略)

８ 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき

（当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示し

たときに限る ）は、市町村は、当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援。

事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用 特定費用を除く について（ 。） 、

居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に支給すべき額の限度におい
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て、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うこと

ができる。

９ 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定身体障害者に対し居宅生活

支援費の支給があつたものとみなす。

（施設訓練等支援費の受給の手続）

第17条の11 (略)

８ 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けた

とき（当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者

証を提示したときに限る ）は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指。

定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用（特定日常生

活費を除く ）について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に。

支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身

体障害者更生施設等に支払うことができる。

９ 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練

等支援費の支給があつたものとみなす。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の受給の手続）

第15条の６ (略)

８ 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき

（当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示し

たときに限る ）は、市町村は、当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援。

事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用（特定費用及び特定日常生活費

を除く ）について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定知的障害者に支給す。

べき額の限度において、当該居宅支給決定知的障害者に代わり、当該指定居宅支援

事業者に支払うことができる。

９ 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定知的障害者に対し居宅生活

支援費の支給があつたものとみなす。

（施設訓練等支援費の受給の手続）

第15条の12 (略)

８ 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けた

とき（当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者

証を提示したときに限る ）は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指。

定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用（通勤寮支援

日常生活費を除く ）について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障。

害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該

指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。

９ 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定知的障害者に対し施設訓練

等支援費の支給があつたものとみなす。
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○児童福祉法(改正後、抄)

第21条の11 (略)

８ 居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき（当該

居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限

る ）は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払う。

べき当該指定居宅支援に要した費用（特定費用を除く ）について、居宅生活支援。

費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決

定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。

９ 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援

費の支給があつたものとみなす。

３関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の支給）

第17条の４ (略)

２ 居宅生活支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た

額とする。

１ 身体障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用（特定費用を

除く ）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村。

長が定める基準により算定した額（その額が現に当該指定居宅支援に要した費用

（特定費用を除く ）の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用。

の額）

２ 身体障害者又はその扶養義務者（民法（明治29年法律第89号）に定める扶養義

務者をいう。以下同じ ）の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超え。

ない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

（施設訓練等支援費の支給）

第17条の10 (略)

２ 施設訓練等支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得

た額とする。

１ 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用（特定日常生

活費を除く ）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において。

市町村長が定める基準により算定した額（その額が現に当該指定施設支援に要し

た費用（特定日常生活費を除く ）の額を超えるときは、当該現に指定施設支援。

に要した費用の額）

２ 身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準

を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

（居宅生活支援費の支給）

第15条の５ (略)



14

２ 知的障害者地域生活援助以外の知的障害者居宅支援に係る居宅生活支援費の額

は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。

１ 知的障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用（特定費用を

除く ）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村。

長が定める基準により算定した額（その額が現に当該指定居宅支援に要した費用

（特定費用を除く ）の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用。

の額）

２ 18歳以上の知的障害者又はその扶養義務者（民法（明治29年法律第89号）に定

める扶養義務者をいう。以下同じ ）の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める。

基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

３ 知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の額は、知的障害者地域生活援

助に係る指定居宅支援に通常要する費用（特定日常生活費を除く ）につき、厚。

生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準によ

り算定した額 その額が当該指定居宅支援に要した費用 特定日常生活費を除く（ （ 。）

の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額）とする。

（施設訓練等支援費の支給）

第15条の11 (略)

２ 施設訓練等支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得

た額とする。

１ 知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用（通勤寮支援

日常生活費を除く ）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内に。

おいて市町村長が定める基準により算定した額（その額が現に当該指定施設支援

に要した費用（通勤寮支援日常生活費を除く ）の額を超えるときは、当該現に。

指定施設支援に要した費用の額）

２ 知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準

を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

○児童福祉法(改正後、抄)

第21条の10 (略)

２ 居宅生活支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た

額とする。

１ 児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用（特定費用を除

く ）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長。

が定める基準により算定した額 その額が現に当該指定居宅支援に要した費用 特（ （

定費用を除く の額を超えるときは 当該現に指定居宅支援に要した費用の額。） 、 ）

２ 障害児又はその扶養義務者（民法（明洽29年法律第89号）に定める扶養義務者

をいう。以下同じ ）の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない。

範囲内において市町村長が定める基準により算定した額


