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平成 27 年度障害福祉サービス報酬改定速報 2
「精神科に係る訓練系・就労系サービス、居住系サービス、相談系サービス」
この速報では平成 27 年度障害福祉サービス報酬改定について告示（3 月 27 日）等から精
神科に係る主な改定内容を紹介いたします。詳細につきましては、告示・通知等でご確認
下さい。
改定速報 2 では、精神科に係る訓練系・就労系サ-ビス（生活訓練、就労移行支援、就労
継続支援）及び居住系サービス（共同生活援助）
、相談系サービスの主な改定内容について
紹介します。

《ＣＯＮＴＥＮＴＳ》 〜精神科に係る訓練系・就労系、居住系、相談系サ−ビス〜
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Ⅰ．訓練系・就労系サービス
１．生活訓練サービス費
生活訓練サービス費

生活訓練サービス費(Ⅰ）
【通所訓練型】

生活訓練サービス費(Ⅱ）
【訪問訓練型】

基準該当
生活訓練サービス費
生活訓練サービス費(Ⅲ）
【宿泊訓練型】

生活訓練サービス費(Ⅳ）
【宿泊訓練型】

改定前

改定後

算定要件 等

(1） ７４８単位/日

(1） ７５１単位/日

定員20人以下

(2） ６６７単位/日

(2） ６７０単位/日

定員21人以上40人以下

(3） ６３４単位/日

(3） ６３７単位/日

定員41人以上60人以下

(4） ６０９単位/日

(4） ６１２単位/日

定員61人以上80人以下

(5） ５７２単位/日

(5） ５７５単位/日

定員81人以上

(1) ２５５単位/日

(1) ２４５単位/日↓

所要時間1時間未満

(2） ５８７単位/日

(2） ５６４単位/日↓

所要時間1時間以上

180日間 50回
かつ月14回

180日間 50回

通所による
生活訓練の利用者

訪問による訓練のみ
の利用者を追加

７４８単位/日

７５１単位/日

(1） ２７０単位/日

(1） ２７１単位/日

利用期間が２年以内の場合

(2） １６２単位/日

(2） １６３単位/日

利用期間が２年超の場合

(1） ２７０単位/日

(1） ２７１単位/日

利用期間が３年以内の場合

(2） １６２単位/日

(2） １６３単位/日

利用期間が３年超の場合

訪問開始日から起算の算定
上限の緩和
算定対象者の緩和
・50歳未満で区分2以下
・50歳以上で区分1以上

経営の実
態や介護
報酬改定
の動向等
を踏まえ、
基本報酬
を見直し

(１)基本報酬の見直し
平成 27 年度改定では、サ-ビス事業者の経営の実態や平成 27 年度介護報酬改定の動向等
を踏まえ、生活訓練サ-ビス費(Ⅰ)【通所訓練型】及び生活訓練サ-ビス費(Ⅲ)・(Ⅳ)【宿
泊訓練型】
、基準該当生活訓練サ−ビス費の基本報酬は引き上げられ、生活訓練サ-ビス費
(Ⅱ)【訪問訓練型】の基本報酬は引き下げられました。
(２) 生活訓練サ-ビス費(Ⅱ)【訪問訓練型】の算定要件の見直し
生活訓練サ-ビス費(Ⅱ)【訪問訓練型】については、引きこもり等や精神科病院に長期入
院していた患者の退院直後に通所による訓練が困難な場合もあること等から、通所による
自立訓練の利用者だけでなく、訪問による訓練のみの利用者についても、自立訓練の利用
が可能となるよう、算定対象者が緩和されました。
(３) 活訓練サ-ビス費(Ⅱ)【訪問訓練型】の利用期間の見直し
また、一定の時期に重点的に訪問し、利用者との関係構築や必要な訓練を柔軟に集中し
て行えるよう、訪問による生活訓練の利用期間の制限が「訪問開始日から起算して 180 日
間ごとに 50 回かつ月 14 回」から「訪問開始日から起算して 180 日間毎に 50 回」に緩和さ
れました。
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(４) 生活訓練サ-ビス費(Ⅰ)・(Ⅱ)（通所訓練型・訪問訓練型）の加算について

生活訓練サービス費

福祉専門職員
配置等加算

食事提供体制加算

送迎加算

改定前

改定後

算定要件 等

新 設

(Ⅰ） ＋1５単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ) ＋1０単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ) ＋ ６単位/日

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上
ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

(Ⅰ）＋６８単位/日

(Ⅰ）＋４８単位/日↓

短期滞在加算算定者

(Ⅱ）＋４２単位/日

(Ⅱ）＋３０単位/日↓

上記以外の利用者

平成27年3月31日

平成30年3月31日

適用期限の延長

(Ⅰ）＋２７単位/片道

(Ⅰ）＋２７単位/片道

①1回の送迎に平均10人以上利用、かつ②週3回以
上の送迎実施の場合

新 設

(Ⅱ）＋１３単位/片道

上記①又は②のどちらかを満たす場合

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.041／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っ
ていること等のほか、キャリアパス要件の全てに適合
し、かつ（新）定量的要件に適合 ※１

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.023／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っ
ていること等のほか、キャリアパス要件のいずれかに
適合し、（旧）定量的要件に適合 ※２

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、
キャリアパス要件又は（旧）定量的要件のいずれかに
適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.8／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、
キャリアパス要件及び（旧）定量的要件のいずれにも
適合しない場合

福祉・介護職員
処遇改善加算

※１ 指定障害者支援施設は総単位数の５％を加算

※２ 指定障害者支援施設は総単位数の２．８％を加算

通所訓練型である「生活訓練サ-ビス費(Ⅰ)」及び訪問訓練型である「生活訓練サ-ビス
費(Ⅱ)」において改定された加算としては、福祉専門職員配置等加算及び食事提供体制加
算、送迎加算、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−スＮｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス等
報酬改定速報１」
（福祉専門職員配置等加算は 3 ページ、食事提供体制加算及び送迎加算は
6 ページ〜7 ページ、福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
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(５) 生活訓練サ-ビス費(Ⅲ)（宿泊訓練型）の加算について

改定前

改定後

算定要件 等

夜間防災・緊急時支援体制加算

夜間支援等体制加算

同一日の併算定可

同一日の併算定不可

宿泊型自立訓練サービス費の夜間支援体制の評価を共
同生活援助の夜間支援等体制加算の例を参考に見直し、
名称を変更

(Ⅰ）

(Ⅱ）

夜間及び深夜を通じて防災体制
を確保している場合

＋１０単位/日

夜間及び深夜を通じて常時の連
絡体制を確保している場合

３人以下

(２)

＋２６９単位/日

４人以上６人以下

(３)

＋１６８単位/日

７人以上９人以下

(４) ＋１２２単位/日

１０人以上１２人以下

(５)

＋ ９６単位/日

１３人以上１５人以下

(６)

＋ ７９単位/日

１６人以上１８人以下

(７)

＋ ６７単位/日

１９人以上２１人以下

(８)

＋ ５８単位/日

(９)

＋ ５２単位/日

（Ⅲ）

(１)

＋１４９単位/日

(２)

＋ ９０単位/日

(３)

＋ ５６単位/日

夜間 支援対象利用者

(Ⅱ）

＋１２単位/日

＋４４８単位/日

(10） ＋ ４６単位/日

新 規

(Ⅰ）

(１)

２２人以上２４人以下
２５人以上２７人以下
２８人以上３０人以下
３人以下
４人以上６人以下
７人以上９人以下

(４) ＋ ４１単位/日

１０人以上１２人以下

(５)

＋ ３２単位/日

１３人以上１５人以下

(６)

＋ ２６単位/日

１６人以上１８人以下

(７)

＋ ２２単位/日

１９人以上２１人以下

(８)

＋ １９単位/日

２２人以上２４人以下

(９)

＋ １７単位/日

２５人以上２７人以下

(10） ＋ １５単位/日

２８人以上３０人以下

＋ １０単位/日

夜勤を配置した場合に、夜間
支援対象利用者数に応じて
算定

宿直を配置した場合に、夜間
支援対象利用者数に応じて
算定

夜間及び深夜を通じて常時の連絡体制又は防災体制を確保し
ている場合に算定

１）夜間防災・緊急時支援体制加算の見直し（夜間支援体制の評価の見直し）
利用者の状況に応じて夜間に職員の配置が必要な場合も考えられることから、名称を「夜
間防災・緊急時支援体制加算」から「夜間支援等体制加算」に変更し、共同生活援助の夜
間支援等体制加算の例を参考に夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)が新設され、改定前の夜
間防災・緊急時支援体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は新たに夜間支援等体制加算(Ⅲ)に統合されま
した。
夜間支援等体制加算(Ⅰ)は夜勤を配置した場合に、夜間支援等体制加算(Ⅱ)は宿直を配
置した場合に、夜間支援対象利用者数に応じて 10 区分に定められた単位数を算定すること
ができます。
また、夜間支援等体制加算(Ⅲ)は夜間及び深夜を通じて常時の連絡体制又は防災体制を
確保している場合に 1 日 10 単位を算定することができます。
なお、同一日に夜間支援等体制加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)を併算定することはできません。
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宿泊型自立訓練サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

日中支援加算

生活介護、自立訓練、
就労移行支援、就労
継続支援、就労、地域
活動支援センター

介護保険サービスの（介護予
防）通所介護、（介護予防）通
所リハビリテーション、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・ケアを追加

算定対象の日中活動を拡大

視覚・聴覚言語障害者
支援体制加算

新 設

＋４１単位/日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利用者が利
用者数の３０％以上で、常勤の視覚障害者等の生活支援に従事
する従事者を利用者に対して５０：１以上配置

送迎加算

＋２７単位/片道

廃 止

算定実績を踏まえ、廃止

新 設

(Ⅰ）＋1０単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ) ＋７単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ) ＋４単位/日

＋６８単位/日

＋４８単位/日 ↓

食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、見直し

平成27年3月31日

平成30年3月31日

適用期限の延長

新 設

(Ⅰ）＋所定点数０．０４１／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等
のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的要件
に適合

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数０．０２３／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等
のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的要件
に適合

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×０．９／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパ
ス要件又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×０．８／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパ
ス要件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合

福祉専門職員
配置等加算

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上
ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

食事提供体制加算

福祉・介護職員
処遇改善加算

２）日中支援加算（日中支援の評価）
障害者の重度化・高齢化を踏まえ、心身の状況等によりやむを得ず予定していた日中活
動を休んで日中を宿泊型自立訓練事業所で過ごす利用者に対する支援の評価である日中支
援加算の算定対象となる日中活動が拡大されました。
平成 27 年度改定では、日中支援加算の対象となっていた日中活動（生活介護、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援、就労、地域活動支援センター）に加え、新たに介護保険サ
ービスの（介護予防）通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、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・ケアが算定対象に追加され
ています。
３）改定されたその他の加算
宿泊訓練型である「生活訓練サ-ビス費(Ⅲ)」において改定されたその他の加算としては、
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び送迎加算、福祉専門職員配置等加算、食事提供体
制加算、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
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生活訓練サ-ビス費(Ⅰ)・(Ⅱ)とは異なり、平成 27 年度改定で生活訓練サ-ビス費(Ⅲ)は
視覚・聴覚言語障害支援体制加算の算定対象となりましたが、送迎加算は算定実績を踏ま
え廃止されています。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び送迎加算は７ページ、福祉専
門職員配置等加算は 3 ページ、食事提供体制加算は 6 ページ、福祉・介護職員処遇改善加
算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
２．就労移行支援サービス費
就労移行支援サービス費(Ⅱ)は、はり師等の養成施設が対象となっているため、精神科
に関連する就労移行支援サービス費(Ⅰ)について紹介します。
就労移行支援
サービス費

就労移行支援
サービス費(Ⅰ）

改定前

改定後

(1） ８３９単位/日

(1） ８０４単位/日 ↓

定員20人以下

(2） ７４７単位/日

(2） ７１１単位/日 ↓

定員21人以上40人以下

(3） ７１６単位/日

(3） ６７９単位/日 ↓

定員41人以上60人以下

(4） ６７２単位/日

(4） ６３４単位/日 ↓

定員61人以上80人以下

(5） ６３５単位/日

(5） ５９５単位/日 ↓

定員81人以上

就労移行支援
体制加算

廃 止

就労定着支援
体制加算
新 規

算定要件 等

一般就労への定着支援を
充実・強化するため、基本
報酬の見直し

一般就労への定着支援を充実・強化するため、就労移行支援体制加算
を廃止し、利用者の就労定着期間に着目した就労定着支援体制加算を
創設

(1） ＋ ２９単位/日

定着率が ５％以上１５％未満の場合

(2） ＋ ４８単位/日

定着率が１５％以上２５％未満の場合

イ (3） ＋ ７１単位/日

定着率が２５％以上３５％未満の場合

(4） ＋１０２単位/日

定着率が３５％以上４５％未満の場合

(5） ＋１４６単位/日

定着率が４５％以上の場合

(1） ＋ ２５単位/日

定着率が ５％以上１５％未満の場合

(2） ＋ ４１単位/日

定着率が１５％以上２５％未満の場合

ロ (3） ＋ ６１単位/日

定着率が２５％以上３５％未満の場合

(4） ＋ ８８単位/日

定着率が３５％以上４５％未満の場合

(5） ＋１２５単位/日

定着率が４５％以上の場合

(1） ＋ ２１単位/日

定着率が ５％以上１５％未満の場合

(2） ＋ ３４単位/日

定着率が１５％以上２５％未満の場合

ハ (3） ＋ ５１単位/日

定着率が２５％以上３５％未満の場合

(4） ＋ ７３単位/日

定着率が３５％以上４５％未満の場合

(5） ＋１０５単位/日

定着率が４５％以上の場合

就労継続期間が ６月以上
１２月未満の利用者

就労継続期間が１２月以上
２４月未満の利用者

就労継続期間が２４月以上
３６月未満の利用者

(１)基本報酬の見直しと就労定着支援体制加算の新設
平成 27 年度改定では、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、一般就労への定着支援を充
実・強化するため、基本報酬を引き下げた上で、就労移行支援体制加算を廃止し、利用者
の就労定着期間に着目した就労定着支援体制加算が新設されました。
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なお、就労継続支援Ａ型に移行した利用者は、就労継続支援Ａ型事業所の生活支援員等
による支援が行われることから、就労移行支援事業所における定着支援の必要性は高くな
いため、就労定着実績には含まれません。
就労移行支援
サービス費

減算項目

移行準備支援
体制加算(Ⅱ）

福祉専門職員
配置等加算

食事提供体制
加算

改定前

改定後

算定要件 等

新 設

所定単位数の15％減算

過去２年間の就労移行者が０の場合（新設）

所定単位数の15％減算

所定単位数の30％減算

過去３年間の就労定着者が０の場合

所定単位数の30％減算

所定単位数の50％減算

過去４年間の就労定着者が０の場合

就労支援単位（１ユニット
当たりの最低定員３人以
上）ごとに実施

就労支援単位
ごとに実施

就労定着実績がな
い事業所の減算を
強化し、就労移行実
績がない事業所の
減算を新設

多様な施設外就労を可能とするため、算定要件を変更 （１ユニット当たり
の最低定員の要件を緩和し、１人でも加算の算定可）

新 設

(Ⅰ）＋1５単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ) ＋1０単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ) ＋ ６単位/日

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上、 ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

＋４２単位/日

＋３０単位/日 ↓

食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、見直し

平成27年3月31日

平成30年3月31日

適用期限の延長

(Ⅰ）＋２７単位/片道

(Ⅰ）＋２７単位/片道

①1回の送迎に平均10人以上利用、かつ②週3回以上の送迎実施の場合

送迎加算

福祉・介護職員
処遇改善加算

新 設

(Ⅱ）＋１３単位/片道

上記①又は②のどちらかを満たす場合

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.049／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、
キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的要件に適合 ※１

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.027／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、
キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的要件に適合※２

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス要件又
は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.8／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス要件及
び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合

※１ 指定障害者支援施設は総単位数の５％を加算

※２ 指定障害者支援施設は総単位数の２．８％を加算

(２) 一般就労への移行実績がない事業所の評価の見直し
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる障害者
に対し、一般就労への移行に向けた支援を行うという就労移行支援の趣旨を踏まえ、一般
就労への移行後の就労定着実績がない事業所に対する減算が強化され、過去 3 年間の就労
定着者数（一般就労への移行後、就労した企業等に連続して６ヵ月以上雇用されている者
の数）が 0 の場合は所定単位数の 70％（改定前は 15％）が、過去 4 年間の就労定着者数が
0 の場合は所定単位数の 50％（改定前は 30％）が、減算されることになります。
また、一般就労への移行実績がない事業所に対する減算が新設され、過去 2 年間の就労
移行者数が 0 の場合は所定単位数の 15％が減額されることになりました。
なお、就労継続支援Ａ型に移行した利用者は、利用する障害福祉サービスの種類を変更
するものであることから、就労移行者数及び就労定着者数には含まれません。
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(３) 移行準備支援体制加算（Ⅱ）の算定要件の見直し
多様な施設外就労を可能とするため、移行準備支援体制加算（Ⅱ）の算定要件が「就労
支援単位として１ユニット当たりの最低定員が 3 人以上」から「就労支援単位」に変更す
ることにより、１ユニット当たりの最低定員の要件が緩和され、１人でも移行準備支援体
制加算（Ⅱ）の算定が可能となりました。
(４) 改定されたその他の加算
就労移行支援サ-ビス費において改定されたその他の加算としては、福祉専門職員配置等
加算及び食事提供体制加算、送迎加算、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（福祉専門職員配置等加算は 3 ページ、食事提供体制加算は 6 ページ、
送迎加算は 7 ページ、福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
３．就労継続支援Ａ型サービス費
就労継続支援
Ａ型サービス費

就労継続支援
Ａ型サービス費(Ⅰ）
【 ７．５ ： １ 】

就労継続支援
Ａ型サービス費(Ⅱ）
【 １０ ： １ 】

改定前

改定後

(1） ５８９単位/日

(1） ５８４単位/日 ↓

定員20人以下

(2） ５２６単位/日

(2） ５１９単位/日 ↓

定員21人以上40人以下

(3） ４９４単位/日

(3） ４８７単位/日 ↓

定員41人以上60人以下

(4） ４８５単位/日

(4） ４７８単位/日 ↓

定員61人以上80人以下

(5） ４６９単位/日

(5） ４６２単位/日 ↓

定員81人以上

(1） ５３８単位/日

(1） ５３２単位/日 ↓

定員20人以下

(2） ４８１単位/日

(2） ４７４単位/日 ↓

定員21人以上40人以下

(3） ４４７単位/日

(3） ４４０単位/日 ↓

定員41人以上60人以下

(4） ４３８単位/日

(4） ４３１単位/日 ↓

定員61人以上80人以下

(5） ４２３単位/日

(5） ４１６単位/日 ↓

定員81人以上

所定単位数の
９０％を算定

算定要件 等

経営の実態等を踏
まえ、基本報酬を
見直し

短時間利用者が現員数の50％以上80％未満の場合
平成27年9月末まで

所定単位数の
７５％を算定

短時間利用者が現員数の80％以上の場合
所定単位数の３０％を算定

減算項目

所定単位数の４０％を算定
平成27年10月施行

所定単位数の５０％を算定
所定単位数の７５％を算定
所定単位数の９０％を算定

1時間未満の場合
事業所における雇用
契約を締結している
利用者の1日の平均
利用時間 ※

1時間以上2時間未満の場合

短時間利用に係る
減算の仕組みにつ
いて、個々の利用
者の利用実態を
踏まえたものとなる
よう見直し

２時間以上3時間未満の場合
３時間以上4時間未満の場合
３時間4時間未満の場合

※ 利用時間の平均は、雇用契約を締結している利用者について、過去３ヵ月間における延べ利用時間を延べ利用人数で除して算出

8

精神科医療情報総合サイト「e−らぽ〜る」

(１) 短時間利用者の状況を踏まえた評価の見直し
平成 27 年度改定では、経営の実態等を踏まえ、基本報酬が引き下げられました。また、
就労継続支援Ａ型は、一般就労が困難な者に就労の機会を提供し、就労に必要な知識及び
能力の向上のための訓練など必要な支援を行うため、短時間利用に係る減算の仕組みが
個々の利用者の利用実態を踏まえたものに見直されました。
そのため、平成 27 年 9 月までは短時間利用者が現員数の 50％以上 80％未満の場合は所
定単位数の 90％を、現員数の 80％以上の場合は所定単位数の 75％を、算定することになり
ますが、平成 27 年 10 月以降は事業所における雇用契約を締結している利用者の 1 日の平
均利用時間（5 区分）に応じて、所定単位数の 30％〜90％を算定することになります。
なお、利用時間の平均は、雇用契約を締結している利用者の過去 3 ヵ月間における延べ
利用時間を延べ利用人数で除して算出します。
就労継続支援
Ａ型サービス費

改定前

改定後

重度者支援体制
加算（Ⅲ）

+11単位/日〜＋14単位/日

廃 止

施設外就労加算

就労支援単位（１ユニット
当たりの最低定員３人以
上）ごとに実施

就労支援単位ごとに実施

＋４２単位/日

＋３０単位/日 ↓

平成27年3月31日

平成30年3月31日

食事提供体制
加算

算定要件 等
・平成27年3月31日までの経過措置
・前年度の障害基礎年金受給者数が、当該年度の利用者数の2％
以上25％未満の場合（特定旧法指定施設から移行した事業所）

食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、見直し
適用期限の延長

(Ⅰ）＋２７単位/片道

(Ⅰ）＋２７単位/片道

①1回の送迎に平均10人以上利用、かつ②週3回以上の送迎実施の
場合

新 設

(Ⅱ）＋１３単位/片道

上記①又は②のどちらかを満たす場合

新 規

(Ⅰ）＋1５単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ) ＋1０単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ) ＋ ６単位/日

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上、
ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.040／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほ
か、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的要件に適合
※１

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.022／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほ
か、キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的要件に適合
※２

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス要
件又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.8／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス要
件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合

送迎加算

福祉専門職員
配置等加算

福祉・介護職員
処遇改善加算

多様な施設外就労を可能とするため、算定要件を変更 （１ユニット当
たりの最低定員の要件を緩和し、１人でも加算の算定可）

※１ 指定障害者支援施設は総単位数の５％を加算

※２ 指定障害者支援施設は総単位数の２．８％を加算

(２) 重度者支援体制加算（Ⅲ）の廃止
重度者支援体制加算（Ⅲ）は平成 27 年 3 月 31 日までの経過措置とされているため、平
成 27 年度改定で廃止されました。
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(３）施設外就労加算の算定要件の見直し
就労移行支援事業の「移行準備支援体制加算（Ⅱ）の算定要件の見直し」
（8 ページを参
照）と同じ算定要件に見直されました。
(４）改定されたその他の加算
就労継続支援Ａ型サ-ビス費において改定されたその他の加算としては、福祉専門職員配
置等加算及び食事提供体制加算、送迎加算、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（福祉専門職員配置等加算は 3 ページ、食事提供体制加算は 6 ページ、
送迎加算は 7 ページ、福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
４．就労継続支援Ｂ型サービス費
就労継続支援
Ｂ型サービス費

就労継続支援
Ｂ型サービス費(Ⅰ）
【 ７．５ ： １ 】

就労継続支援
Ｂ型サービス費(Ⅱ）
【 １０ ： １ 】

改定前

改定後

(1） ５８９単位/日

(1） ５８４単位/日 ↓

定員20人以下

(2） ５２６単位/日

(2） ５１９単位/日 ↓

定員21人以上40人以下

(3） ４９４単位/日

(3） ４８７単位/日 ↓

定員41人以上60人以下

(4） ４８５単位/日

(4） ４７８単位/日 ↓

定員61人以上80人以下

(5） ４６９単位/日

(5） ４６２単位/日 ↓

定員81人以上

(1） ５３８単位/日

(1） ５３２単位/日 ↓

定員20人以下

(2） ４８１単位/日

(2） ４７４単位/日 ↓

定員21人以上40人以下

(3） ４４７単位/日

(3） ４４０単位/日 ↓

定員41人以上60人以下

(4） ４３８単位/日

(4） ４３１単位/日 ↓

定員61人以上80人以下

(5） ４２３単位/日

(5） ４１６単位/日 ↓

定員81人以上

新 設

(Ⅰ） ＋６９単位/日

①〜④のいずれも満たす場合に算定
① 前年度の工賃実績が、原則、
前々年度の工賃実績以上
②前年度の工賃実績が、地域の
最低 賃金の２分の１以上
③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
④工賃向上計画を作成

(Ⅰ） ＋４９単位/日

(Ⅱ） ＋５９単位/日

(Ⅱ） ＋２２単位/日

(Ⅲ） ＋３２単位/日

改定前の算定要件に、上記の①の要件
を追加

(1） ＋８１単位/日

(1） ＋８９単位/日

定員20人以下

(2） ＋７２単位/日

(2） ＋８０単位/日

定員21人以上40人以下

(3） ＋６７単位/日

(3） ＋７５単位/日

定員41人以上60人以下

(4） ＋６６単位/日

(4） ＋７４単位/日

定員61人以上80人以下

(5） ＋６４単位/日

(5） ＋７２単位/日

定員81人以上

目標工賃達成
加算

目標工賃達成指導員
配置加算

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

算定要件 等

目標工賃達成指導員を常勤換算
改定前の算定要件に、「目標工賃達成
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 指導員を常勤換算方法で１人以上配
員の総数が、常勤換算方法で、 置」を追加
利用者の数を６で除した数以上

事業所における工賃向上に向
けた取組を推進するため、基
本報酬を見直し

工賃が一定の水準に達してい
る事業所を評価するための新
たな加算区分を創設するとと
もに、改定前の算定要件を見
直し、加算単位を引き上げ

工賃向上に向けた体制の整
備に積極的に取り組む事業所
を評価するため、目標工賃達
成指導員配置加算の算定要
件を見直すとともに、加算単
位を引き上げ
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(１）工賃向上に向けた取組の評価
１）目標工賃達成加算の見直し
平成 27 年度改定では、事業所における工賃向上に向けた取組を推進するため、基本報酬
の引き下げを行った上で、工賃が一定の水準に達している事業所を評価する新たな目標工
賃達成加算 (Ⅰ)1 日 69 単位を新設し、改定前の目標工賃達成加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の名称は目標
工賃達成加算(Ⅱ)・(Ⅲ)に変更されました。
目標工賃達成加算 (Ⅰ)の算定要件は、4 項目（①前年度の工賃実績が、原則、前々年度
の工賃実績以上、②前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の 1/2 以上、③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、④工賃向上計画を作成していること）と
なっており、1 日 69 単位を算定することができます。また、目標工賃達成加算(Ⅱ)・(Ⅲ)
は、改定前の算定要件に、①の要件「前年度の工賃実績が、原則、前々年度の工賃実績以
上」が追加され、目標工賃達成加算(Ⅱ)は 1 日 49 単位から 1 日 59 単位に目標工賃達成加
算(Ⅲ)は 1 日 22 単位から 1 日 32 単位に引き上げられました。
２）目標工賃達成指導員配置加算の見直し
工賃向上に向けた体制の整備に積極的に取り組む事業所を評価するため、改定前の目標
工賃達成指導員配置加算の算定要件に、
「目標工賃達成指導員を常勤換算方法で１人以上配
置」が追加され、加算単位が定員に応じて「1 日 64 単位〜81 単位」から「1 日 72 単位〜89
単位」に引き上げられました。
(２）改定されたその他の加算
就労継続支援
Ｂ型サービス費

改定前

算定要件 等

廃 止

・平成27年3月31日までの経過措置
・前年度の障害基礎年金受給者数が、当該年度の利用者数の2％
以上25％未満の場合（特定旧法指定施設から移行した事業所）

就労支援単位（１ユニット
当たりの最低定員３人以
上）ごとに実施

就労支援単位ごとに実施

多様な施設外就労を可能とするため、算定要件を変更 （１ユニット
当たりの最低定員の要件を緩和し、１人でも加算の算定可）

＋４２単位/日

＋３０単位/日 ↓

平成27年3月31日

平成30年3月31日

重度者支援体制
加算（Ⅲ）

+11単位/日〜＋14単位/日

施設外就労加算

食事提供体制
加算

改定後

食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、見直し
適用期限の延長

(Ⅰ）＋２７単位/片道

(Ⅰ）＋２７単位/片道

①1回の送迎に平均10人以上利用、かつ②週3回以上の送迎実施の
場合

新 設

(Ⅱ）＋１３単位/片道

上記①又は②のどちらかを満たす場合

新 規

(Ⅰ）＋1５単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ) ＋1０単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ) ＋ ６単位/日

送迎加算

福祉専門職員
配置等加算

福祉・介護職員
処遇改善加算

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上、
ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.038／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等の
ほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的要件に適
合 ※１

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.021／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等の
ほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的要件に適
合 ※２

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス
要件又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.8／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス
要件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合

※１ 指定障害者支援施設は総単位数の５％を加算

※２ 指定障害者支援施設は総単位数の２．８％を加算
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支援Ｂ就労継続型サ-ビス費において改定されたその他の加算としては、就労継続支援Ａ型
サ-ビス費と同様であり、重度者支援体制加算(Ⅲ)、施設外就労加算、福祉専門職員配置等
加算及び食事提供体制加算、送迎加算、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（福祉専門職員配置等加算は 3 ページ、食事提供体制加算は 6 ページ、
送迎加算は 7 ページ、福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）及びＭＭＳニュ
−ス Ｎｏ.123「平成 27 年度障害福祉サ-ビス等報酬改定速報 2」
（重度者支援体制加算(Ⅲ)
の廃止は 9 ページ、施設外就労加算の算定要件の見直しは 10 ページ）を参照ください。
Ⅱ．居住系サービス
■ 共同生活援助サービス費
共同生活援助サービス費

共同生活援助
サービス費(Ⅰ）
【４ ： １】

共同生活援助
サービス費(Ⅱ）
【５ ： １】

共同生活援助
サービス費(Ⅲ）
【６ ： １】

共同生活援助
サービス費(Ⅳ）
【 体験利用 】

改定前

改定後

算定要件 等

(1） ６４５単位/日

(1） ６６８単位/日

区分６

(2） ５２８単位/日

(2） ５５２単位/日

区分５

(3） ４４９単位/日

(3） ４７１単位/日

区分４

(4） ３８３単位/日

(4） ３８５単位/日

区分３

(5） ２９４単位/日

(5） ２９５単位/日

区分２

(6) ２５７単位/日

(6） ２５９単位/日

区分１ 以下

(1） ５９４単位/日

(1） ６１７単位/日

区分６

(2） ４７７単位/日

(2） ５０１単位/日

区分５

(3） ３９８単位/日

(3） ４２０単位/日

区分４

(4） ３３２単位/日

(4） ３３４単位/日

区分３

(5） ２４３単位/日

(5） ２４４単位/日

区分２

(6) ２１１単位/日

(6） ２１２単位/日

区分１ 以下

(1） ５６１単位/日

(1） ５８４単位/日

区分６

(2） ４４４単位/日

(2） ４６７単位/日

区分５

(3） ３６５単位/日

(3） ３８７単位/日

区分４

(4） ２９９単位/日

(4） ３０１単位/日

区分３

(5） ２１０単位/日

(5） ２１１単位/日

区分２

(6) １８１単位/日

(6） １８２単位/日

区分１ 以下

(1） ６７５単位/日

(1） ６９９単位/日

区分６

(2） ５５８単位/日

(2） ５８２単位/日

区分５

(3） ４７９単位/日

(3） ５０２単位/日

区分４

(4） ４１３単位/日

(4） ４１５単位/日

区分３

(5） ３２４単位/日

(5） ３２６単位/日

区分２

(6) ２８７単位/日

(6） ２８９単位/日

区分１ 以下

重度障害者の支援を
強化するため、障害支
援区分の高い利用者
に係る報酬を充実
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共同生活援助サービス費

改定前

改定後

経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費

１４２単位/日

廃 止

(1） ４３４単位/日

(1） ４４４単位/日

(2） ３８８単位/日

(2） ３９８単位/日

(3） ３５６単位/日

(3） ３６５単位/日

(1） ３８３単位/日

個人単位で居宅介護等を利用する
場合（特例）※：介護サービス包括

(2） ３３７単位/日
(3） ３０５単位/日

外部サービス利用型
共同生活援助サービス費

受託居宅介護サービス費

(1） ３６０単位/日

(2） ３０４単位/日

(2） ３１３単位/日

(3） ２７２単位/日

(3） ２８１単位/日

（Ⅰ）

２５７単位/日

２５９単位/日

（Ⅱ）

２１１単位/日

２１２単位/日

（Ⅲ）

１８１単位/日

１８２単位/日

（Ⅳ）

１２０単位/日

１２１単位/日

（Ⅴ）

２８７単位/日

２８９単位/日

イ

９９単位/日

９５単位/日 ↓

ロ

１９９単位/日

１９１単位/日 ↓

２７１単位/日

２６０単位/日 ↓

（９０単位）

（８６単位） ↓

５８０単位/日

５５７単位/日 ↓

（３７単位）

（３６単位） ↓

ニ

経過措置は平成２７年３月３１日まで
区分６

４：１

区分５
区分４

世
(1） ３９３単位/日
話
(2） ３４７単位/日 人
配
(3） ３１４単位/日
置

(1） ３５０単位/日

ハ

算定要件 等

区分６

５：１

区分５
区分４
区分６

６：１

区分５
区分４

世
話
人
配
置

４：１
５：１

ｻｰﾋﾞｽの適正
実施の観点か
ら見直し、重度
障害者の支援
を強化するた
め、障害支援
区分の高い利
用者に係る報
酬を充実

６：１
１０：１
体験利用
１５分未満
１５分以上３０分未満

所 ３０分以上１時間２０分未満 介護報酬改定
要 （所要時間３０分から１５分
の動向を踏ま
時 増すごとに加算）
間

え、見直し

１時間３０分以上
（所要時間１時間３０分から
１５分増すごとに加算）

※平成２７年３月３１日までとされている重度の障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置を平成３０年３月３１日まで延長

(１) 共同生活援助サービス費の基本報酬の見直し
重度の障害者に対する支援を強化するため、障害支援区分の高い利用者に係る報酬の充
実を図るよう、介護サービス包括型である共同生活援助サービス費及び個人単位で居宅介
護等を利用する場合（特例）、外部サービス利用型共同生活援助サービス費の基本報酬が引
き上げられましたが、受託居宅介護サービス費（外部サービス利用型）については介護報
酬改定の動向を踏まえ、引き下げられました。
介護サービス包括型における個人単位で居宅介護等を利用する場合（特例）の経過措置
は平成 27 年 3 月 31 日となっていましたが、平成 30 年 3 月 31 日まで延長されました。
また、経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費の経過措置は平成 27 年 3 月 31 日
となっていたため、平成 27 年度改定で経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費は廃
止されました。
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(２)夜間支援体制加算の見直し
共同生活援助
サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

（１）＋６７２単位/日 夜間支援対象利用者２人以下
新 設
（２）＋４４８単位/日 夜間支援対象利用者３人

夜間支援等体制
加算（Ⅰ）

(１）

（３）＋３３６単位/日 夜間支援対象利用者４人

（２）

（４）＋２６９単位/日 夜間支援対象利用者５人

（３）

（６）＋２２４単位/日 夜間支援対象利用者６人

（４）

（７）＋１９２単位/日 夜間支援対象利用者７人

（５）

（８）＋１４９単位/日

夜間支援対象利用者８人以上
１０人以下

（６）

（８）＋１１２単位/日

夜間支援対象利用者１１人以上
１３人以下

（７）

（９）＋ ９０単位/日

夜間支援対象利用者１４人以上
１６人以下

（８）

（１０）＋７５単位/日

夜間支援対象利用者１７人以上
２０人以下

（９）

（１１）＋５４単位/日

夜間支援対象利用者２１人以上
３０人以下

１人の夜間支援従事者
が少人数の利用者に対
して支援した場合を適
切に評価するため、夜
間支援等体制加算（Ⅰ）
において３人以下の利
用者を支援した場合の
新たな２区分を創設

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を適切に評価するため、
夜間支援等体制加算（Ⅰ）において 3 人以下の利用者を支援した場合の新たな 2 区分が新
設されました。
そのため、改定前は１人の夜間支援従事者が 4 人以下の利用者を支援した場合に 1 日 336
単位を算定することになっていましたが、平成 27 年度改定で１人の夜間支援従事者が、4
人の利用者を支援した場合は 1 日 336 単位を、3 人の利用者を支援した場合は 1 日 448 単位
を、2 人以下の利用者を支援した場合は 1 日 448 単位を、
算定することが可能となりました。
(３) 重度障害者支援加算の見直し
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、算定要件を以下の
通り見直し、一部の従業者に対し一定の研修の受講を課すとともに、事業所全ての利用者
ではなく重度障害者に対する支援を評価する加算へと見直すほか、算定対象を重度障害者
が１人以上いる事業所に拡大され、重度障害者支援加算は 1 日 45 単位から 1 日 360 単位に
引上げられました。
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共同生活援助サービス費

重度障害者支援加算
（介護サービス包括型）

改定前

改定後

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、一部の従業者に
対し一定の研修の受講を課すとともに、事業所全ての利用者ではなく重度障害者に対
する支援を評価する加算へと見直し、算定対象を重度障害者が１人の事業所に拡大

＋４５単位/日

＋３６０単位/日

① 重度の障害者が２人以上いる事業所

① 重度の障害者が１人以上いる事業所

② 生活支援員を加配していること

② 生活支援員を加配していること

③事業所の全ての利用者について算定

③事業所の重度障害者についてのみ算定

新 設

④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者養成
研修（実践研修）修了者又は喀痰吸引等研
修（第２号）修了者、かつ、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
・強度行動障害支援者養成研修（実践研
修）修了者がいる事業所であって重度障害
者の中に行動障害を有する者がいる場合
は、当該修了者を配置している旨届出をし
ており、かつ、支援計画シート等を作成
・経過措置期間を設けることとし、当該期間
中は要件を緩和

算定要件

(４) 改定されたその他の加算
共同生活援助
サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

日中支援加算

生活介護、自立
訓練、就労移行
支援、就労継続
支援、就労、地
域活動支援セン
ター

介護保険サービスの（介護予防）通所
介護、（介護予防）通所リハビリテー
ション、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・ケアを追加

算定対象の日中活動を拡大

視覚・聴覚言語障
害者支援体制加算

新 規

＋４１単位/日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある利
用者が利用者数の３０％以上で、常勤の視覚障害者等
の生活支援に従事する従事者を利用者に対して５０：１
以上配置

福祉専門職員
配置等加算

新 規

(Ⅰ）

＋ 1０単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ)

＋ ７単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ)

＋ ４単位/日

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上、
ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

（１）＋所定点数0.054／月

指定共同生活援助（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型）事業所の場合

（２）＋所定点数0.124／月

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

（１）＋所定点数0.030／月

指定共同生活援助（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型）事業所の場合

（２）

（２）＋所定点数0.069／月

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

（１）

（１）＋上記Ⅱ（１）×0.9／月

指定共同生活援助（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型）事業所の場合

（１）＋上記Ⅱ（２）×0.9／月

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

（１）＋上記Ⅱ（１）×0.8／月

指定共同生活援助（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型）事業所の場合

（１）＋上記Ⅱ（２）×0.8／月

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

新 設

（Ⅰ）

（１）
(Ⅰ）
福祉・介護職員
処遇改善加算

（Ⅱ）

(Ⅱ）

（Ⅲ）
（２）
（１）

(Ⅲ）

（Ⅳ）
（２）
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共同生活援助サービス費において改定されたその他の加算としては、日中支援加算、視
覚・聴覚言語障害者支援体制加算、福祉専門職員配置等加算、福祉・介護職員処遇改善加
算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.123「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報 2」
（日中支援加算は 5 ページ）及びＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年
度障害福祉サ-ビス等報酬改定速報１」
（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は７ページ、
福祉専門職員配置等加算は 3 ページ、福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）
を参照ください。
Ⅲ．相談系サービス
地域相談支援給付費（地域定着支援）

改定前

改定後

イ 体制確保費

３０１単位/月

３０２単位/月

ロ 緊急時支援費

７０３単位/月

７０５単位/月

地域相談支援給付費（地域移行支援）

改定前

改定後

地域移行支援サービス費

２,３１３単位/月

２,３２３単位/月

ｻｰﾋﾞｽの適正実施の観点から基本報酬を見直し

初回加算

新 設

＋５００単位/月

サービス利用の初期段階におけるアセスメント等に
係る業務負担を評価

障害福祉サービスの体験利用加算

＋３００単位/日
利用期間の制限
廃止

利用者の病状や意向、状態に応じて柔軟に「障害福
祉サービスの体験利用」・「体験宿泊」が行えるよう、
利用期間の制限を廃止。（支援の提供開始日から９
０日以内に限るという制限を廃止）

改定前

改定後

算定要件 等

イ サービス利用支援費

１,６０６単位/月

１,６１１単位/月

ロ 継続ｻｰﾋﾞｽ利用支援費

１,３０６単位/月

１,３１０単位/月

居宅介護支援費重複減算（Ⅰ）

７０３単位/月

７０５単位/月

居宅介護支援費重複減算（Ⅱ）

１,００４単位/月

１,００７単位/月

特定事業所加算

新 設

＋３００単位/月

地域定着支援
サービス費

算定要件 等
ｻｰﾋﾞｽの適正実施の観点から基本報酬を見直し

(Ⅰ） ３００単位/日
体験宿泊加算
（Ⅱ） ７００単位/日
計画相談支援給付費

算定要件 等

ｻｰﾋﾞｽの適正実施の
観点から見直し

モニタリングの実施頻度
について、よりきめ細かな
支援を図る観点から、利
用している障害福祉サー
ビスや障害児通所支援を
もって一律に設定すること
とせず、利用者の状態等
に応じて柔軟に設定の上
実施

手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質
の高い計画相談支援・障害児相談支援が提供され
ている事業所を評価。

１．地域相談支援給付費
(１)地域定着支援サービス費
サービスの適正実施の観点から基本報酬が見直され、地域定着支援サービス費の体制確
保費は 305 単位/月から 302 単位/月に、緊急時支援費は 703 単位/月から 705 単位/月に、
引き上げられました。
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(２)地域移行支援サービス費
１）基本報酬の見直し
サービスの適正実施の観点から基本報酬が見直され、地域移行支援サービス費は 2,313
単位/月から 2,323 単位/月に引き上げられました。
２）サービス利用の初期段階における評価（初回加算の新設）
サービスの利用に係る初期段階においては、病院等を訪問し、利用者の生活状況の把握
等を行うなど、特にアセスメント等に時間や労力を要することから、こうした業務負担を
評価する初回加算（500 単位/月）が新設されました。
３）障害福祉サービスの体験利用等の利用期間の見直し
利用者の病状や意向、状態に応じて柔軟に障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊が行
えるよう、障害福祉サービスの体験利用加算や体験宿泊加算の利用期間の制限（体験的な
宿泊支援の提供開始日から 90 日以内に限る。
）が廃止されました。
２．計画相談支援給付費
１）基本報酬の見直し
サービスの適正実施の観点から基本報酬が見直され、サービス利用支援費は 1,606 単位/
月から 1,611 単位/月に、継続サービス利用支援費は 1,306 単位/月から 1,310 単位/月に、
引き上げられました。
また、減算項目である居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)は 703 単位/月から 705 単位/月に、
居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)は 1,004 単位/月から 1,007 単位/月に、見直されました。

２）支援体制の評価（特定事業所加算の新設）
手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援・障害児相談支援
が提供されている事業所を評価するため、特定事業所加算（300 単位/月）が新設されまし
た。
３）モニタリングの実施頻度について
モニタリングの実施頻度については、よりきめ細かな支援を図る観点から、利用してい
る障害福祉サービスや障害児通所支援に基づき一律に設定しないで、利用者の状態等に応
じて柔軟に設定の上実施することになりました。
以上
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