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13-1. 障害福祉サービスの歴史、概要
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脳性麻痺のある25歳男性
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・自宅に○○事業所のヘルパーさんに来てもらい、入浴や
排泄、食事の介助といったサービスをうける。外出時には、
移動のサポートをしてもらう。

・日中は自宅付近のデイサービスへ通い、食事の介助やレ
クリエーションなどを楽しむ。

・介助する親の不在時、日頃利用しているデイサービスに
併設されている施設に短期間だけ入所する

居宅介護（ホームヘルプ）

生活介護

短期入所（ショートステイ）



統合失調症を患い、精神科病院に30年入院していた60歳女性
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・退院にむけた計画を地域のソーシャルワーカーと相談。

・いきなり一人住まいは難しいので、まずはグループホームで
生活。困ったことがあれば世話人さんに相談。

・日中は自宅付近のデイサービスへ通い、軽作業などをしなが
ら、生活を整えていく。

地域移行支援

共同生活援助（グループホーム）

自立訓練（生活訓練）



障害福祉サービスの歴史
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措置制度
・市町村の措置決定により、サービスを受ける（施設入所、在宅サービス）

支援費制度 2003年～
・利用者が施設や事業者と契約をしてサービスを受ける。

障害者自立支援法 2006年～
・サービスの一元化、障害程度区分の設定、支給決定手続きの明確化

障害者総合支援法 2013年～
・難病の追加、障害程度区分から障害支援区分への変更
・障害福祉計画の策定（都道府県・市町村・3年単位）



障害者総合支援法に基づくサービス、事業の全体像

7

出典 横浜市健康福祉局障害施策推進課. 事業体系のしくみ（最終更新2020年7月17日）.
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/shienho/shikumi.html 2021年12月20日時点



障害福祉サービス等の体系
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出典 厚生労働省.障害福祉サービスについて.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html 2021年12月20日時点



障害福祉サービス等の体系
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出典 厚生労働省.障害福祉サービスについて.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html 2021年12月20日時点



出典：横浜市健康福祉局障害福祉部. 福祉サービスの支給決定手続き. 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/sogoshien/hsikyu.html  2021年12月20日時点.

障害者総合支援法における、相談、申請からサービス利用までの流れ
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障害程度区分
↓

障害支援区分
※名称変更

利用するサービスによって
障害支援区分判定の要否が

異なる

介護保険の要介護認定
との類似点に着目



障害支援区分と利用できるサービス（介護給付）の例
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非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

居宅介護 × ○ ○ ○ ○ ○ ○

同行援護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行動援護 × × × ○ ○ ○ ○

重度訪問介護 × × × × ○ ○ ○

重度障害者等包括支援 × × × × × × ○

生活介護 × × ※1 ○ ○ ○ ○

療養介護 × × × × × ※3 ○

施設入所支援 × × × ※2 ○ ○ ○

短期入所 × ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1 50歳以上は区分2から利用可能
※2 50歳以上は区分3から利用可能
※3 筋ジストロフィー患者、重症心身障害者は区分5から利用可能

出典：横浜市健康福祉局障害福祉部. 福祉サービスの支給決定手続き. 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/sogoshien/hsikyu.html  2021年12月20日時点.



看護師国家試験 第109回（2020年2月） 午前 96

Aさんは、緊急血液透析によって全身状態が改善した。その後、シャント造設術を受け、週
3回の血液透析となり、退院後は職場に近いクリニックで維持血液透析を受けることが決定
した。A さんから、退院後の生活について｢仕事に復帰予定ですが、医療費の支払いが心配
です｣と発言があった。維持血液透析により身体障害者手帳を取得したAさんが利用できる
医療費助成制度はどれか。

1．医療扶助

2．自立支援医療

3．訪問看護療養費

4．認定疾病に対する医療の給付
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今日のテーマ

13

13-1. 障害福祉サービスの歴史、概要

13-2. 地域生活を支援するサービス

13-3. 就労系サービス

13-4. 就労系サービスの現状



13-2. 地域生活を支援するサービス
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看護師国家試験 第110回（2021年2月） 午前 61

Aさん（57歳、女性）は1人暮らし。統合失調症 schizophrenia で精神科病院への入退院を
繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作（ADL）はほぼ自
立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。Aさんが退院に向けて利用するサービス
として適切なのはどれか。

1．療養介護

2．施設入所支援

3．地域移行支援

4．自立訓練としての機能訓練
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地域移行支援
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出典 独立行政法人福祉医療機構. WAM-NET https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/ 2021年12月20日時点

利用者負担なし

利用者は障害者支援施設・児童福祉施設などの入所者、精神科病院に入院している人など



地域定着支援
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出典 独立行政法人福祉医療機構. WAM-NET https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/ 2021年12月20日時点

利用者負担なし

利用者は地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方など



障害のある方が地域で暮らしていくにあたって必要なサービス
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住まい 日中通う場所 困ったときの相談



グループホーム利用者の障害支援区分別構成の推移
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出典 独立行政法人福祉医療機構. WAM-NET https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/ 2021年12月20日時点



共同生活援助
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出典 独立行政法人福祉医療機構. WAM-NET https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/ 2021年12月20日時点

自己負担あり（ただし、上限月額もしくは費用の1割の低いほう）
食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担



共同生活援助（グループホーム）の概要
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出典 第14回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム. 資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について. 開催日: 2020年9月11日



短期入所（ショートステイ）
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福祉型（障害者支援施設等において実施）
（基本的には）障害支援区分が区分1以上である方

医療型（病院、診療所、介護老人保健施設において実施）
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者

及び重症心身障害児・者 等

出典 独立行政法人福祉医療機構. WAM-NET https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/ 2021年12月20日時点

自己負担あり（ただし、上限月額もしくは費用の1割の低いほう）



共生型サービス

• 2017年 介護保険法の改正で制度化

• 障害児・者、高齢者のいずれも利用できるようなサービスを提供する事業
所を共生型サービス事業所として指定する。

• 対象サービス
• ホームヘルプサービス
• デイサービス
• ショートステイ

• 介護サービス事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける

• 障害福祉サービス事業所が共生型介護サービスの指定を受ける
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今日のテーマ
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13-1. 障害福祉サービスの歴史、概要

13-2. 地域生活を支援するサービス

13-3. 就労系サービス

13-4. 就労系サービスの現状



13-3. 就労系サービス
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就労継続支援B型事業
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就労移行支援事業

就労継続支援B型事業
27



就労支援の例 アートデザイン名刺（就労継続支援B型事業）
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社会福祉法人 長尾福祉会 セルプきたかせ



就労支援の例 アートデザイン名刺（就労継続支援B型事業）
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社会福祉法人 長尾福祉会 セルプきたかせ



出典 厚生労働省.障害者の就労支援対策の状況. （2020年12月31日時点）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ
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訓練等給付（就労系）

自立訓練（機能訓練）

• 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上の
ために必要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練）

• 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上の
ために必要な支援、訓練を行う

就労移行支援

• 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
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訓練等給付（就労系）

就労継続支援（A型）

• 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等
の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援（B型）

• 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上
のために必要な訓練を行う。

就労定着支援

• 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
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就労移行支援
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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

【対象者】
以下の条件を満たす
• 障害がある
• 就労希望
• 65歳未満
• 通常の事業所に雇用されるのが可能と見込まれる

【サービスの内容】
• 生産活動、職場体験など
（就労に必要な知識・能力の向上のための訓練）
• 求職活動に関する支援
• 利用者の適性に応じた職場の開拓
• （就職後）職場定着のための相談や支援

費用
利用料の自己負担（上限月額 or 給付費の1割 のいずれか低いほう）+実費負担（食費など）

原則2年間（最大1年間更新可能）

参考：独立行政法人福祉医療機構. WAMNET サービス一覧／サービス紹介.（2018年12月18日時点）
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/



第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について

就労移行支援における実績の計算方法について
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出典 第122回社会保障審議会障害者部会. 資料3 障害者就労に係る最近の動向について. 開催日: 2021年11月29日

就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移
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就労継続支援（B型）
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一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のため
に必要な訓練を行う。

【対象者】
• 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇

用に結びつかなかった人 or 一定年齢（50歳）に
達している人

• 就労の機会等を通じて、生産活動にかかる知識及
び能力の向上や維持が期待される人

【サービスの内容】
• 生産活動など（雇用契約は結ばない）
• 就労に必要な知識・能力の向上のための訓練
• その他の必要な支援

費用
利用料の自己負担（上限月額 or 給付費の1割 のいずれか低いほう）+実費負担（食費など）

参考：独立行政法人福祉医療機構. WAMNET サービス一覧／サービス紹介.（2018年12月18日時点）
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/



就労継続支援（A型）
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一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上
のために必要な訓練を行う

【対象者】
以下の条件を満たす
• 障害がある
• 就労希望
• 65歳未満
• 雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能

【サービスの内容】
• 生産活動など（雇用契約に基づく）
• 就労に必要な知識・能力の向上のための訓練
• その他の必要な支援

費用
利用料の自己負担（上限月額 or 給付費の1割 のいずれか低いほう）+実費負担（食費など）

参考：独立行政法人福祉医療機構. WAMNET サービス一覧／サービス紹介.（2018年12月18日時点）
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/



第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）
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今日のテーマ
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13-1. 障害福祉サービスの歴史、概要

13-2. 地域生活を支援するサービス

13-3. 就労系サービス

13-4. 就労系サービスの現状



13-4. 就労系サービスの現状

40



第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について

就労移行支援の現状
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第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について

就労移行支援における多機能事業所の設置状況
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第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について

就労移行支援における就労移行者の状況
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第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料1 就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について

就労定着支援の現状
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就労継続支援A型の現状

第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料2 就労継続支援に係る報酬・基準について
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第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料2 就労継続支援に係る報酬・基準について

就労継続支援B型の現状
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出典 第122回社会保障審議会障害者部会. 資料3 障害者就労に係る最近の動向について. 開催日: 2021年11月29日

就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移
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第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料2 就労継続支援に係る報酬・基準について

就労継続支援B型における平均工賃の状況
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第15回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」（2020年9月24日実施） 資料2 就労継続支援に係る報酬・基準について

利用者の障害種別分布状況（就労継続支援B型）
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今日のテーマ
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13-1. 障害福祉サービスの歴史、概要

13-2. 地域生活を支援するサービス

13-3. 就労系サービス

13-4. 就労系サービスの現状
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