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⑨

Ⅰ　制度の概要及び基礎統計

⑨
障害福祉サービスに係る自立支援給付

概　　要 障害福祉サービスに係る自立支援給付の体系（平成18年10月から施行）

※事業所数、利用者数については、平成22年 3月の国民健康保険団体連合会による支払いの実績データから、抽出・集計したも 
　のである。 
※従来の身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設等については、平成24年 3月までの経過措置 
　期間中に新体系のサービスに移行することとされている。 

※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施 

療養介護（医療型）※ 

生活介護（福祉型） 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（A型・B型） 

地域活動支援センター（地域生活支援事業） 

日中活動と住まいの場の組み合わせ 

●見直し後 日中活動の場　以下から1ないし複数の事業を選択 

障害者支援施設の施設入所支援 

又は 

居住支援 
（ケアホーム、グループホーム、福祉ホームの機能） 

住まいの場 

プラス 

介
護
給
付 

訓
練
等
給
付 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、
食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うもの 

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため
に必要な支援、外出支援を行うもの 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行
うもの 

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓
練等を行うもの 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、
排せつ、食事の介護等を行うもの 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護及び日常生活の世話を行うもの 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとと
もに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するもの 
 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの 
 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うも
の 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生
活能力の向上のために必要な訓練を行うもの 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び
能力の向上のために必要な訓練を行うもの 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び
能力の向上のために必要な訓練を行うもの 
 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うもの 

　入所施設のサービスを、昼のサービス（日中活動事業）と夜のサービス（居住支援事業）に分けることにより、サービスの組み合わせを選択可
能。 
　事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供される。 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

 

行動援護 

 
重度障害者等包括支援 

児童デイサービス 
 

短期入所（ショートステイ） 

 
療養介護 

生活介護 

 
障害者支援施設での夜間ケア等 
（施設入所支援） 

共同生活介護（ケアホーム） 

 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

 
就労移行支援 

 
就労継続支援（A型・B型） 

共同生活援助（グループホーム） 

 14,116か所 105,787人 

 4,520か所 7,574人 
 

 929か所 4,830人 

 
 7か所 22人 

 1,559か所 50,059人 
 

 3,083か所 26,495人 

 
 36か所 2,090人 

 3,998か所 111,207人 
 

 937か所 51,940人 

 
 3,202か所 35,492人 

 1,039か所 11,499人 
 

 1,659か所 19,457人 

 
 4,245か所 86,127人 

 2,968か所 20,491人 

サービス 事業所数 
 

利用者数 
 

サービスの内容 
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資料編

平成 22 年版　厚生労働白書

地域生活支援事業 個別給付 

性　格 
 
費用の流れ 
 
利用者 
 
利用料 
 
事業実施にあたって 
の基準 
財　源 

地域の実情や利用者の状況に応じて、自治体が柔軟 
な形態で実施することが可能な事業 
自治体が実施（自治体は自ら事業を実施、又は事業 
者に事業を委託等により実施） 
実施主体の裁量 
 
実施主体の裁量 
 
実施主体の裁量（一部運営基準有り：地域活動支援 
センター、福祉ホーム） 
補助金（一部交付税措置有り） 

（補助割合：都道府県事業　国1／2以内 　　　　　　市町村事業　国1／2以内　都道府県1／4以内） 

介護、就労訓練といった個別の明確なニーズに対応 
した給付 
利用者本人に対する給付（実際には、事業者が給付 
費を代理受領） 
障害程度区分認定（介護給付は18歳以上のみ必要、 
訓練等給付は必要なし）、支給決定が必要 
定率負担（所得に応じて負担上限あり） 
 
指定基準（人員、設備及び運営に関する基準）等有り 
 
負担金 
（負担割合：国1／2、県・市1／4） 

地域生活支援事業と個別給付 

※　障害者自立支援法による旧体系から新体系への移行は平成24年3月まで。　（移行率54.2％（平成22年4月1日現在）） 

重 症 心 身 障 害 児 施 設  
（ 年 齢 超 過 児 ） 

進行性筋萎縮症療養等給付事業 

身 体 障 害 者 療 護 施 設  

更 生 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ） 

授産施設（身体・知的・精神） 

小規模通所授産施設（身体･知的･精神） 

福祉工場（身体・知的・精神） 

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設  

精神障害者地域生活支援センター 
（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ） 

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス  

＜再編前：旧体系＞ ＜再編後：新体系＞ 

居住支援の場 日中活動の場 

新体系 
へ移行 

③
　
地
域
移
行
等
の
促
進
 

②
　
昼
夜
分
離
 

①
　
３
障
害
一
元
化
 

居住支援サービス 
 
　ケアホーム 
　グループホーム 
　福祉ホーム 
 
　　　又は 
 
　施設への入所 

以下から一又は複数の事業を選択 
 
【介護給付】  
①　療養介護（医療型） 
　 ※　医療施設で実施 
②　生活介護（福祉型） 

 
【訓練等給付】  
③　自立訓練（機能・生活訓練） 
④　就労移行支援 
⑤　就労継続支援 

 
【地域生活支援事業】  
⑥　地域活動支援センター 

利用者本位のサービス体系へ再編 
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身体障害児・者 
資料1 
 
 
 
知的障害児・者 
資料2 
 
 
 
 
精神障害者 
資料3

 
身体障害児 
（18歳未満） 
身体障害者 
（18歳以上） 
 
知的障害児 
（18歳未満） 
知的障害者 
（18歳以上） 
年齢不詳 

366.3 
 

9.8 

 
356.4 

54.7 
 

12.5 

 
41.0 

1.2 
 

323.3

357.6 
 

9.3 

 
348.3 

41.9 
 

11.7 

 
29.0 

1.2 
 

290.0

8.7 
 

0.5 

 
8.1 

12.8 
 

0.8 
 

12.0 

0.0 
 

33.3

総　数 在宅者 施設入所者 

（単位：万人）

資料：1． 

2． 

3． 
（注）  1． 

2． 
　　　 
　　　3． 

在宅者：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「身体障害児・者実態調査」（平成18年） 
施設入所者：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」（平成18年）をもとに厚生労働省社会・援護局障害 
保健福祉部で作成。 
在宅者：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「知的障害児（者）基礎調査」（平成17年） 
施設入所者：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」（平成17年）をもとに厚生労働省社会・援護局障害 
保健福祉部で作成。 
 厚生労働省大臣官房統計情報部「患者調査」（平成20年）をもとに厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成。 
身体障害児・者の施設入所者とは、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、身体障害者更生 
援護施設、その他の施設に入所している身体障害児・者である。（高齢者関係施設は除く。） 
知的障害児・者の施設入所者とは、知的障害児施設、自閉症児施設、重症心身障害児施設、国立療養所（重症心身障害児 
病棟）、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設の各施設に入所している知的障害児・者である。 
精神障害者の施設入所とは、精神科病院に入院している患者である。 

障害者数（推計） 

身体障害者手帳 
 
 
 
療育手帳 
 
 
 
  
 
精神障害者保健福祉手帳 

5,032 
 
 
 
786 
 
 
 
 
483

身体障害者福祉法第15条  
 
 
 
療育手帳制度について 
（昭和48年厚生省発児 
第156号） 
 
 
精神保健及び精神障害者 
福祉に関する法律第45条 

都道府県知事、 
指定都市市長、 
中核市市長 
 
都道府県知事、 
指定都市市長 
 
 
 
都道府県知事、 
指定都市市長 

居住地を管轄する福祉事務所 
長（福祉事務所を設置しない 
町村の場合は町村長。） 
 
居住地を管轄する福祉事務 
所長（福祉事務所を設置しな 
い町村の場合は町村長。） 
 
 
居住地を管轄する 
市町村長 

発行件数（千） 根拠規定 発行責任者 交付申請窓口 

（年度末現在の交付台帳 
登載数から有効期限切れ 
のものを除いた数） 

資料：   発行件数については、身体障害者手帳及び療育手帳は、「平成20年度福祉行政報告例」、 
　　　  精神障害者保健福祉手帳は「平成20年度保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）」による。 

障害者の手帳制度

詳細データ 障害者数（推計）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF004E0049004B004B004500490020005000520049004E00540049004E004700200049006E0063002E00200020000A0066006F00720020004100630072006F006200610074002000440069007300740069006C006C006500720020003700200026002000410064006F00620065002000430053003200200020000A5370523775280050004400464F5C62106642306B4F7F75283059308B6A196E9630D730EA30BB30C330C8306730593002FF080076006500720031002E0033FF09>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


