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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号。以下「法」という。）第77条第１項各号の規定により行う地域生活支援事業及び同条

第３項の規定により行うことができるとされる地域生活支援事業（以下これらを単に「地域生活

支援事業」という。）について、本市におけるそれらの実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この規則において「障害者」とは、法第４条第１項に規定する障害者をいう。 

２ この規則において「障害児」とは、法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

３ この規則において「障害者等」とは、障害者及び障害児をいう。 

４ この規則において「難病患者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行令（平成18年政令第10号）別表に掲げる特殊の疾病による障害の程度が継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。 

５ この規則において「保護者」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条に規定する保護

者をいう。 

６ この規則において「障害支援区分」とは、法第４条第４項に規定する障害支援区分をいう。 

７ この規則において「身体障害者手帳」とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15

条第４項の規定により交付する身体障害者手帳をいう。 

８ この規則において「療育手帳」とは、埼玉県療育手帳制度要綱（平成14年埼玉県告示第1365号）

の規定により交付する療育手帳をいう。 

９ この規則において「精神障害者保健福祉手帳」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により交付する精神障害者保健福祉手帳をいう。 
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10 この規則において「社会福祉法人」とは、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定す

る社会福祉法人をいう。 

11 この規則において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持

する単身者をいう。この場合において、障害者等が、当該障害者等と同一の世帯に属する者（当

該障害者等の配偶者を除く。）の扶養親族（地方税法（昭和25年法律第226号）第23条第１項第８

号に規定する扶養親族をいう。）及び被扶養者（健康保険法（大正11年法律第70号）、船員保険

法（昭和14年法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号。他の法律において準

用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の規定による被扶養

者をいう。）に該当しないときは、当該障害者等と同一の世帯に属する者を、当該障害者等と同

一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。 

（事業実施の目的等） 

第３条 本市の行う地域生活支援事業は、法第１条の趣旨に鑑み、障害者等の福祉の増進を図ると

ともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのでき

る地域社会の実現に寄与することを目的として実施されなければならない。 

２ 本市の行う地域生活支援事業は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、本市の特性及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により効率的かつ効果的に実施さ

れなければならない。 

（本市の行う地域生活支援事業） 

第４条 本市は、地域生活支援事業実施要綱（平成18年８月１日付け障発第0801002号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「厚生労働省実施要綱」という。）に基づき、地域生活

支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

(１) 法第77条第１項第３号の規定による障害者相談支援事業 

(２) 法第77条第１項第６号の規定による手話通訳者派遣事業 

(３) 法第77条第１項第６号の規定による要約筆記者派遣事業 

(４) 法第77条第１項第６号の規定による障害者等日常生活用具給付事業 

(５) 法第77条第１項第８号に掲げる移動支援事業 

(６) 法第77条第１項第９号の規定による地域活動支援センター事業又は同条第３項の規定に基

づき実施する地域活動支援センター事業 

(７) 法第77条第３項の規定に基づき行う日中一時支援事業 

(８) 法第77条第３項の規定に基づき行う障害者訪問入浴サービス事業 
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(９) 法第77条第３項の規定に基づき行う福祉機器リサイクル事業 

(10) 法第77条第３項の規定に基づき行う障害者自動車運転免許取得費助成事業 

(11) 法第77条第３項の規定に基づき行う身体障害者自動車改造費助成事業 

(12) 法第77条第３項の規定に基づき行う福祉タクシー利用料金助成事業 

(13) 法第77条第３項の規定に基づき行う自動車燃料費助成事業 

(14) 法第77条第１項第４号の規定による成年後見制度利用支援事業 

(15) 法第77条第３項の規定に基づき行う発達支援専門員巡回事業 

(16) 法第77条第３項の規定に基づき行う緊急時相談支援事業 

(17) 法第77条第３項の規定に基づき行う緊急時居室確保事業 

２ 前項各号に掲げるもののほか、市長は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を上尾市福

祉事務所長事務委任規則（昭和52年上尾市規則第４号）の規定に基づき上尾市福祉事務所長に委

任して行わせるものとする。 

(１) 法第77条第３項の規定に基づき行う更生訓練費給付事業 

(２) 法第77条第３項の規定に基づき行う施設入所者就職支度金給付事業 

(３) 法第77条第３項の規定に基づき行う知的障害者職親委託事業 

第２章 障害者相談支援事業 

（目的） 

第５条 法第77条第１項第３号の規定による障害者相談支援事業（以下この章において単に「障害

者相談支援事業」という。）は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与するとともに、障害者等の権利の擁

護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるようにすることを目的とする。 

２ 障害者相談支援事業の実施については、厚生労働省実施要綱の別記１の別添１の「障害者相談

支援事業」に定めるもののほか、この章の定めるところによる。 

（定義） 

第６条 この章において「相談支援専門員」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労

働省令第28号。次項及び第12条第１項第１号において「省令」という。）第３条第１項に規定す

る相談支援専門員をいう。 

２ この章において「管理者」とは、障害者相談支援事業において、省令第18条各項に規定する管
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理者の責務と同様の責務を有する者をいう。 

（事業の実施方法） 

第７条 本市における障害者相談支援事業は、社会福祉法人その他の法人格を有する団体で当該事

業を適切に運営することができると市長が認めるものに委託して、これを実施するものとする。 

（障害者相談支援事業として行う便宜の供与） 

第８条 障害者相談支援事業として行う第５条第１項に規定する便宜の供与は、障害者等、障害児

の保護者又は障害者等の介護を行う者のために必要な次に掲げる支援とする。 

(１) 情報の提供、相談その他の福祉サービスの利用援助 

(２) 各種支援施策に関する助言及び指導その他の社会資源を活用するための支援 

(３) 社会生活力を高めるための支援 

(４) ピアカウンセリング 

(５) 専門機関の紹介 

２ 前項各号に掲げるもののほか、障害者相談支援事業においては、障害者等の権利の擁護のため

に必要な援助を行う。 

（サービスの利用の申込み） 

第９条 障害者及び障害児の保護者は、前条第１項各号に掲げる支援及び同条第２項に規定する援

助を行うサービス（以下この章において単に「サービス」という。）を受けようとするときは、

直接、登録事業者（第13条第１項に規定する登録事業者をいう。この条及び次条において同じ。）

に対し、利用の申込みをしなければならない。 

２ 前項に規定する利用の申込みの手続その他サービスの利用に関し必要な事項は、登録事業者が、

市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 登録事業者は、正当な理由がなく、第１項の規定による利用の申込みを拒んではならない。 

（利用に係る料金） 

第10条 登録事業者は、そのサービスの提供に当たり、当該サービスを受ける者から利用に係る料

金を徴収してはならない。 

（事業者登録及びその要件） 

第11条 市内において障害者相談支援事業を行おうとする者は、あらかじめ、当該事業を行う事業

者として、市長の登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。 

(１) 社会福祉法人その他の法人格を有する団体であること。 
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(２) 専らその職務に従事する相談支援専門員及び管理者を配置していること。ただし、当該業

務に支障がないと市長が認めるときは、当該相談支援専門員及び管理者が他の職務に従事する

ことを妨げない。 

(３) 第13条各項に規定する事項を遵守することができる者であること。 

（登録の手続） 

第12条 前条第１項の登録を受けようとする者は、上尾市障害者相談支援事業に関する事業者登録

申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請しなければならない。 

(１) 省令第19条の規定に準じて作成された運営規程 

(２) 相談支援専門員、管理者その他の障害者相談支援事業に従事する者（次号及び次条におい

て「従業者」という。）に関する名簿 

(３) 従業者が取得している資格等が明らかとなる書類の写し 

(４) 前３号に掲げるもののほか、次条各項に規定する事項を遵守することができる者であるこ

とを明らかにする書類で市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が前条第２項各号に掲げる要件に

適合しているかについて審査を行い、その登録の適否を決定したときは、上尾市障害者相談支援

事業に関する事業者登録決定（却下）通知書（第２号様式）により、当該申請者に通知するもの

とする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第13条 前条第２項の規定により障害者相談支援事業を行う者として市長の登録を受けた者（以下

この章において「登録事業者」という。）は、利用者（サービスを利用する障害者及び障害児を

いう。以下この条において同じ。）又は障害児の保護者に対し適切なサービスを提供できるよう、

当該事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の

整備を行うとともに、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。 

３ 前項に定めるもののほか、登録事業者は、相談支援専門員の資質の向上を図るために必要な研

修の機会を確保しなければならない。 

４ 登録事業者は、当該事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその

家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

５ 登録事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならな

い。 
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６ 登録事業者及び従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。従業者にあっては、その職を退いた後も、また、同様とする。 

７ 登録事業者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、

当該苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録しなければならない。 

８ 登録事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、市及

び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

９ 登録事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

10 前項に定めるもののほか、登録事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備

し、当該サービスの提供をした日から５年間保存しなければならない。 

11 前各項に定めるもののほか、登録事業者は、指定計画相談支援（法第51条の17第２項に規定す

る指定計画相談支援をいう。）についての基本方針（省令第２章第１節に規定する基本方針をい

う。）の趣旨に準じて、障害者相談支援事業を行わなければならない。 

（登録事業者の届出義務） 

第14条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は障害者相談支援事業の

全部若しくは一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに、上尾市障害者相談支

援事業に関する事業者登録事項変更・中止等届出書（第３号様式）により、市長に届け出なけれ

ばならない。 

（業務報告の聴取等） 

第15条 市長は、登録事業者が行う障害者相談支援事業の運営の適正を期するため、登録事業者に

対し、定期又は臨時に、当該事業の実施の状況又はその経理の状況に関し報告を求め、実地に調

査し、又は必要な指示をすることができる。 

（指導及び改善命令） 

第16条 市長は、登録事業者が第13条各項に規定する事項を遵守していないと認めるときは、当該

登録事業者に対し、その是正の措置を講ずるよう指導を行い、又は必要に応じその改善を命ずる

ことができる。 

２ 登録事業者は、前項の規定による改善命令に従って行った改善の内容を市長に報告しなければ

ならない。 

（事業者登録の取消し） 

第17条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者の登録を取
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り消すことができる。 

(１) 第９条第３項又は第10条の規定に違反したとき。 

(２) 第11条第２項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

(３) 第15条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないとき。 

(４) 前条第１項の規定による改善命令に従わないとき。 

２ 市は、登録事業者が前項の規定により登録の取消しを受け、これによって損失を受けることが

あっても、その補償の責めを負わない。 

（基幹相談支援センターの設置等） 

第18条 登録事業者（法第77条の２第３項の規定により同条第１項の業務の実施の委託を受けた者

に限る。）が同条第４項の規定により基幹相談支援センターを設置しようとする場合の同項の規

定による届出は、基幹相談支援センター設置届出書（第３号様式の２）により行うものとする。 

２ 市は、基幹相談支援センターを設置した者（以下この条において「設置者」という。）のうち、

次に掲げる業務を適切に運営することができると市長が認めるものに委託して、当該業務を実施

するものとする。 

(１) 地域の相談支援体制の強化に関する業務 

(２) 地域移行及び地域定着の促進に関する業務 

(３) 権利の擁護及び虐待の防止に関する業務 

(４) 地域生活支援拠点等の整備に関する業務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、地域における障害者等への支援の体制の整備に関する業務 

３ 設置者は、基幹相談支援センター設置届出書の記載事項に変更があった場合は、速やかに基幹

相談支援センター変更届出書（第３号様式の３）によりその旨を市長に届け出なければければな

らない。 

４ 設置者は、基幹相談支援センターを廃止し、休止し、又は再開する場合は、速やかに基幹相談

支援センター廃止・休止・再開届出書（第３号様式の４）によりその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

第３章 意思疎通支援事業 

第１節 通則 

（目的） 

第19条 法第77条第１項第６号の規定に基づく意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能そ

の他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳又は要約筆記の方法に
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より当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する者の派遣を行い、障害者等の意思疎通の円

滑化を図ることを目的とする。 

２ 前項の意思疎通支援事業として、市は、手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業を行う。 

（定義） 

第20条 この章において「聴覚障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けた障害者等のうち、

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のために意思疎通を図ることに支障があるものをいう。 

第２節 手話通訳者派遣事業 

（業務） 

第21条 市は、手話通訳者派遣事業として、次に掲げる業務を行う。 

(１) 法第77条第１項第６号の規定による手話通訳者の派遣（以下この節及び第４号様式から第

６号様式までにおいて単に「手話通訳者の派遣」という。）に関する業務 

(２) 手話通訳者の登録に関する業務 

(３) 手話通訳者の養成に関する業務 

(４) 第27条第２項の登録手話通訳者認定試験の実施に関する業務 

(５) 聴覚障害者団体との連絡調整に関する業務 

(６) 前各号に掲げるもののほか、手話通訳者の派遣に関し必要な業務 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる業務は、社会福祉法人で当該業務を適切に運営することができ

ると市長が認めるものに委託して、これを実施するものとする。 

３ 手話通訳者の派遣については、法人に対する手話通訳者派遣事業実施規則（平成12年上尾市規

則第29号）に特別の定めがある場合を除くほか、この章の定めるところによる。 

（手話通訳者の派遣の要件） 

第22条 この章の規定に基づく手話通訳者の派遣は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(１) 聴覚障害者等の生活、医療、職業、教育、文化、教養その他の日常生活に関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、聴覚障害者等の社会参加の促進に資すると特に市長が認める事

項 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の内容が次に掲げる事項（法人に対する手話

通訳者派遣事業実施規則に基づき派遣する場合にあっては、第３号に掲げる事項を除く。）のい

ずれかに該当する場合は、手話通訳者の派遣は、行わない。 

(１) 宗教団体の活動に関すること。 

(２) 特定の政党その他の政治団体の宣伝活動に関すること。 
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(３) 営業活動に関すること。 

(４) 個人の遊興又は娯楽に関すること。 

（手話通訳者を派遣することのできる地域及び時間） 

第23条 手話通訳者を派遣することのできる地域は、埼玉県内及び東京都の特別区の存する地域と

する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

２ 手話通訳者を派遣することのできる時間は、午前７時から午後10時までの間とする。ただし、

緊急の場合で市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（手話通訳者の派遣の手続） 

第24条 手話通訳者の派遣を受けようとする者は、上尾市手話通訳者派遣申請書（第４号様式）に

より、市長に対し申請しなければならない。 

２ 前項に規定する申請は、手話通訳者の派遣を受けようとする日の３日前までに行わなければな

らない。ただし、緊急の場合その他市長が特に事情があると認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を確認の上、手話通訳者の

派遣の要否を決定し、その結果を上尾市手話通訳者派遣決定（却下）通知書（第５号様式）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

（手話通訳者の派遣の決定の取消し） 

第25条 市長は、前条第３項の規定に基づき手話通訳者の派遣を受けることのできる旨の決定を受

けた者が、偽りその他不正の手段によりその決定を受けたと認められるときは、当該決定を取り

消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により当該決定を取り消したときは、上尾市手話通訳者派遣決定取消通知

書（第６号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（手数料その他の費用） 

第26条 この章の規定に基づく手話通訳者の派遣については、手数料その他の費用の負担は、求め

ない。 

（手話通訳者の登録及びその手続） 

第27条 この節の規定及び法人に対する手話通訳者派遣事業実施規則に基づき派遣する手話通訳者

は、あらかじめ、市に登録された者でなければならない。 

２ 前項に規定する登録を受けようとする者は、上尾市手話通訳者登録申請書（第７号様式）によ

り市長に申請し、別に定めるところにより実施する登録手話通訳者認定試験を受けなければなら

ない。 
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３ 市長は、前項の規定による申請を行った者が同項の登録手話通訳者認定試験に合格したときは、

当該申請者を上尾市登録手話通訳者台帳（第８号様式）に登録するものとする。 

４ 市長は、前項の規定に基づき手話通訳者として登録した者（次条及び第29条において「登録手

話通訳者」という。）に対し、上尾市登録手話通訳者認定証（第９号様式）及び上尾市登録手話

通訳者証（第10号様式）を交付するものとする。 

（登録手話通訳者の遵守事項） 

第28条 登録手話通訳者は、手話通訳者として業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。登録手

話通訳者としての職を退いた後も、また、同様とする。 

２ 登録手話通訳者は、手話通訳に関する技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に常に努めな

ければならない。 

３ 登録手話通訳者は、その業務を遂行するに当たっては、上尾市登録手話通訳者証を携帯すると

ともに、求めに応じ、これを提示しなければならない。 

４ 登録手話通訳者は、その登録手話通訳者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

５ 登録手話通訳者は、登録手話通訳者証の記載事項に変更が生じたとき、又は登録手話通訳者を

辞退するときは、当該登録手話通訳者証を市長に返還しなければならない。 

（登録の取消し） 

第29条 市長は、登録手話通訳者が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条第３項の規定に

よる登録を取り消すことができる。 

(１) 前条第１項又は第４項の規定に違反したとき。 

(２) 登録手話通訳者としてふさわしくない行為のあったとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき同項の登録を取り消したときは、その旨を当該登録手話通訳者に

通知しなければならない。 

第３節 要約筆記者派遣事業 

（要約筆記者の派遣の要件） 

第30条 法第77条第１項第６号の規定による要約筆記者の派遣（以下この節及び第11号様式から第

13号様式までにおいて単に「要約筆記者の派遣」という。）は、聴覚障害者等が次に掲げる事業

に参加する場合において、要約筆記によるほかは適当な意思伝達の方法が得られないときであっ

て、かつ、要約筆記者の派遣に係る費用を次に掲げる事業の主催者がその負担する経費により賄

うことのできないときに限り、これを行うものとする。 

(１) 公的機関の主催による講演、講座等 
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(２) 聴覚障害者団体その他の福祉関係団体の主催による会議その他の会合 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

２ 前項に規定する場合のほか、要約筆記者の派遣は、聴覚障害者等が、第22条第１項各号に掲げ

る事項に関する意思伝達の方法として要約筆記によるほかは適当な意思伝達の方法が得られない

場合に、これを行うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１項各号に掲げる事業又は前項に規定する事項の内容が第22条

第２項各号のいずれかに該当する場合は、要約筆記者の派遣は、行わない。 

（要約筆記者を派遣することができる区域） 

第31条 要約筆記者を派遣することができる区域は、埼玉県の区域とする。ただし、市長が特に必

要と認める場合は、この限りでない。 

（要約筆記者の派遣の手続） 

第32条 要約筆記者の派遣を受けようとする者は、上尾市要約筆記者派遣申請書（第11号様式）に

より、市長に対し申請しなければならない。この場合において、当該申請は、派遣を受けようと

する日の１週間前までに行わなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容が前２条の規定に適合してい

るか否か等を確認の上、派遣の可否を決定し、その結果を上尾市要約筆記者派遣決定（却下）通

知書（第12号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（要約筆記者派遣事業の委託） 

第33条 要約筆記者を派遣する事業は、社会福祉法人その他の団体で当該事業を適切に運営するこ

とができると市長が認めるものに委託して、これを実施するものとする。 

（要約筆記者の責務） 

第34条 要約筆記者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 要約筆記者は、当該派遣が終了したときは、その内容その他必要な事項を上尾市要約筆記者派

遣報告書（第13号様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

（手数料その他の費用） 

第35条 この節の規定に基づく要約筆記者の派遣については、手数料その他の費用の負担は、求め

ない。 

第４章 障害者等日常生活用具給付事業 

（目的） 

第36条 法第77条第１項第６号の規定による障害者等日常生活用具給付事業は、在宅の障害者等に
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対し、自立生活支援用具その他の日常生活用具を給付し、又はその使用する日常生活用具の修理

を行うことにより、日常生活上の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的

とする。 

（日常生活用具の給付を受けることができる者） 

第37条 この規則に基づき日常生活用具の給付又は修理（以下この章において「給付等」という。）

を受けることができる者（以下この条及び別表第１において「給付等対象者」という。）は、市

内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者 

(２) 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第９条第５項に規定する知的障害者更生相談所

（以下単に「知的障害者更生相談所」という。）又は児童福祉法第12条に規定する児童相談所

（以下単に「児童相談所」という。）において知的障害があると判定された者 

(３) 難病患者である者 

２ 前項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第３項に規定する特

定施設（以下この項及び第５項において「特定施設」という。）への入所前に有した居住地（同

項に規定する継続入所障害者（以下この項において「継続入所障害者」という。）にあっては、

最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。次項においてこれらの居住地を「居住地特

例地」という。）が市内であるものは、給付等対象者とする。この場合において、特定施設への

入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかったときは、同条第３項ただし書の規定の例に

より、入所前におけるその者の所在地（継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の

入所前に有した所在地）が市内であるものに限り、給付等対象者とするものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者であっても、他の市町村（特別区を含む。）

の区域に居住地特例地を有する者は、給付等対象者としない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定により、別

表第１に掲げる日常生活用具の給付に相当する給付（当該日常生活用具の貸与又はその購入費の

支給を含む。）を受けることができる者に対しては、この規則の規定による給付は、その限度に

おいて、行わない。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、日常生

活用具（市長が次の各号のいずれかに該当する場合においても給付し、又は修理することが必要

であると認める日常生活用具を除く。）の給付又は修理は、これを行わない。ただし、頭部保護

帽、人工喉頭及び、排泄(せつ)管理支援用具（紙おむつ等を除く。）については、この限りでな
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い。 

(１) 特定施設、児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設、老人福祉法（昭和38年法律

第133号）第20条の５に規定する特別養護老人ホーム等に入所している場合 

(２) 病院その他の医療機関に入院している場合 

６ 第１項及び第２項の規定による給付等対象者は、次条第２項に規定する日常生活用具の品目ご

とに定めるものとし、その当該品目ごとに定める給付等対象者は、別表第１のとおりとする。 

（給付等を行う日常生活用具の種目等） 

第38条 この規則の規定に基づき給付し、又は修理する日常生活用具の種目は、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第１項第６号の規定に基づき厚生労働大臣が

定める日常生活上の便宜を図るための用具（平成18年厚生労働省告示第529号）第２号に掲げる介

護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管

理支援用具及び居宅生活動作補助用具とする。 

２ 前項に規定する日常生活用具の種目ごとの品目及びその性能は、別表第１に掲げるとおりとす

る。 

（日常生活用具の給付等の手続） 

第39条 日常生活用具の給付等を受けようとする者（当該給付等を受けようとする者が障害児であ

るときは、当該障害児の保護者）は、上尾市障害者等日常生活用具給付（修理）申請書（第14号

様式）により、市長に対し申請しなければならない。この場合において、当該申請が点字図書の

給付に係るものであるときは、申請書に、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する

基準（平成15年厚生労働省令第21号）第34条第２号に掲げる点字出版施設が発行する点字図書発

行証明書（点字図書の製作を依頼する場合にあっては、その書籍の名称、巻数及び点訳費用の額

を明記した見積書）を添付しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る日常生活用具の給付等の必要

性及びその価格、当該申請者の家庭環境等を調査した上で、日常生活用具の給付等の可否を決定

するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する調査の結果、日常生活用具を給付し、又は修理する旨の決定（以下こ

の章において「給付等決定」という。）をしたときは、利用者負担額（第45条第２項に規定する

利用者負担額をいう。）を認定した上で、当該申請者に対し、上尾市障害者等日常生活用具給付

（修理）決定通知書（第15号様式）及び上尾市障害者等日常生活用具給付（修理）券（第16号様

式。以下この章において「給付券」という。）を交付する。 
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４ 市長は、第２項に規定する調査の結果、日常生活用具を給付し、又は修理することが不適当で

あると認めたときは、上尾市障害者等日常生活用具給付等却下通知書（第17号様式）により、そ

の旨を当該申請者に対して通知する。 

（排泄管理支援用具に関し交付する給付券の特例） 

第40条 市長は、第38条第１項に規定する日常生活用具の種目のうち排泄管理支援用具（収尿器を

除く。第２号において同じ。）については、その申請者の手続の利便性を考慮し、次のとおり給

付券を交付する。 

(１) 暦月を単位として２箇月ごとに給付券１枚を交付すること。 

(２) １箇月に必要とする排泄管理支援用具の価格に相当する額（別表第１に掲げる当該基準額

を限度とする。）の２倍の額を給付券１枚に記載して交付すること。 

(３) 申請１回につき給付券を３枚まで交付すること。 

（日常生活用具の給付等の方法） 

第41条 市は、日常生活用具の給付等を日常生活用具の製作又は販売を業とする者に委託して実施

するものとする。 

２ 市長は、給付等決定をしたときは、前項の規定に基づき日常生活用具の給付等を委託した者（以

下この章において「委託業者」という。）に対し、上尾市障害者等日常生活用具給付等委託通知

書（第18号様式）により通知するものとする。 

３ 給付等決定を受けた障害者又は障害児の保護者（以下この章において「給付等決定障害者等」

という。）は、給付券を委託業者に提出することにより、当該日常生活用具の給付等を受けるこ

とができる。 

（日常生活用具の再給付） 

第42条 市長は、前条第３項の規定により給付した日常生活用具（点字図書を除く。）が次の各号

のいずれかに該当する場合に限り、申請に基づき、その再給付を行うことができる。 

(１) 修理を要する状態（通常の使用方法以外の使用方法によって修理を要する状態に至った場

合を除く。）にあるが、その修理が不能で、当該日常生活用具の使用が困難な状態にある場合 

(２) 前号に掲げる場合のほか、当該日常生活用具の給付を行った日から起算して別表第１に掲

げる日常生活用具ごとに定めた耐用年数を経過し、かつ、当該日常生活用具の修理（部品の交

換等を含む。以下この章において同じ。）を行うよりも新たに再給付を行った方がより合理的

かつ効果的であると認められる場合 

（日常生活用具の譲渡等の禁止） 
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第43条 日常生活用具の給付等を受けた者は、当該日常生活用具をその給付等の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（日常生活用具の給付等に要した費用の返還） 

第44条 市長は、日常生活用具の給付等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

給付等を受けた者に対し、その給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(１) 前条の規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付等を受けたとき。 

（利用者負担額） 

第45条 給付等決定障害者等は、当該日常生活用具の給付を行った委託業者に対して、その給付に

要した費用の一部を支払わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、給付等決定障害者等が次に掲げる世帯のいずれかに属するときは、

第６項に規定する場合を除き、前項の規定により支払うべきとされた当該日常生活用具の給付に

要した費用の一部に相当する額（以下この章において「利用者負担額」という。）の支払を要し

ない。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の適用を受ける被保護世帯（単給世帯を含む。以下同

じ。） 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付受給世帯 

(３) 当該年度分（給付等決定を受けた日（以下この号において「給付等決定日」という。）が

４月から６月までのいずれかの月に属する場合においては、当該給付等決定日の属する年度の

前年度の分）の市町村民税（特別区民税を含む。以下同じ。）が非課税の世帯（前２号に掲げ

る世帯を除く。） 

３ 利用者負担額は、第６項に規定する場合を除き、別表第１に掲げる日常生活用具の品目ごとに

定める基準額（当該日常生活用具の給付に要する費用の額がその基準額を下回る場合は、当該費

用の額）に100分の10を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り上げた額）とする。 

４ 前３項の規定は、日常生活用具の修理を受けた給付等決定障害者等について準用する。この場

合において、第２項中「第６項に規定する場合を除き、前項の規定により支払うべきとされた当

該日常生活用具の給付に要した費用の一部に相当する額」とあるのは「第４項において準用する

前項の規定により支払うべきとされた当該日常生活用具の修理に要した費用の一部に相当する
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額」と、前項中「第６項に規定する場合を除き、別表第１に掲げる日常生活用具の品目ごとに定

める基準額（当該日常生活用具の給付に要する費用の額がその基準額を下回る場合は、当該費用

の額）」とあるのは「当該日常生活用具の修理に要した費用の額の範囲内で市長が必要と認める

額」と読み替えるものとする。 

５ 第３項（前項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、第３項（前項

において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により算定される利用者負担額（給付等決定

障害者等が日常生活用具の給付等を同一の月において２回以上受けているときは、当該同一の月

における日常生活用具の給付等に関して負担すべきとされた利用者負担額を合計した額）が

37,200円を超えるときは、利用者負担額は、37,200円とする。 

６ 日常生活用具の給付に要する費用の額が第３項に規定する基準額を上回る場合にあっては、当

該費用の額から当該基準額を差し引いた額を、第２項、第３項及び前項の規定により算定される

利用者負担額に加算して得た額をもって、当該日常生活用具の給付に係る利用者負担額とする。 

（利用者負担額の減免） 

第46条 市長は、給付等決定障害者等が災害その他特別の事情にあるときは、前条第３項から第６

項まで及び第48条第２項の規定による利用者負担額を減額し、又はその支払を免除することがで

きる。 

（委託業者による公費負担額の請求） 

第47条 委託業者は、第41条第３項の規定による日常生活用具の給付等を行ったときは、当該給付

等に関し市が負担すべき額（次項及び次条第３項において「公費負担額」という。）の支払を市

に対し請求することができる。この場合において、当該委託業者は、当該給付等決定障害者等か

ら受領した給付券を市に提出しなければならない。 

２ 公費負担額は、当該日常生活用具の給付等に要した費用の額から、第45条第２項から第６項ま

で及び前条の規定に基づき算定される当該給付等決定障害者等に係る利用者負担額を差し引いて

得た額とする。 

（点字図書の給付に関する特例） 

第48条 点字図書の給付については、１人につき、年間６タイトル又は24巻を限度とする。ただし、

辞書その他一括して購入しなければならない図書の給付については、この限りでない。 

２ 第45条第３項の規定にかかわらず、点字図書の給付を受けた場合（同条第２項の規定に該当す

る場合を除く。）における利用者負担額は、当該点字図書を一般図書として購入をする場合にお

ける当該一般図書の価格に相当する額（その額が37,200円を超えるときは、37,200円）とする。 
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３ 前条第２項の規定にかかわらず、点字図書の給付に係る公費負担額は、当該点字図書の価格か

ら、前項の規定による利用者負担額を差し引いて得た額とする。 

（居宅生活動作補助用具の給付の制限） 

第48条の２ 居宅生活動作補助用具の給付については、原則１回とする。 

第５章 移動支援事業、地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業 

第１節 通則 

第１款 移動支援事業 

（目的） 

第49条 法第77条第１項第８号に掲げる移動支援事業（以下この章において単に「移動支援事業」

という。）は、屋外での移動が困難な障害者等が円滑に外出することができるよう、当該障害者

等の移動を支援することにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目

的とする。 

（移動支援事業に係るサービスを利用することができる者） 

第50条 移動支援事業に係るサービスを利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者（児） 

(２) 身体障害者手帳の交付を受けている全身性障害者（児）で、その障害の級別が身体障害者

福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の身体障害者障害程度等級表による上

下肢１級であり、又は医師の意見により上下肢の障害の程度が同程度と認められるもの 

(３) 療育手帳の交付を受けている者 

(４) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(５) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害があると判定された者 

(６) 医師により発達に障害があると診断された者 

２ 第37条第２項及び第３項の規定は、移動支援事業に係るサービスの利用について準用する。こ

の場合において、第37条第２項中「前項」とあるのは「第50条第１項」と、同条第３項中「第１

項」とあるのは「第50条第１項」と読み替えるものとする。 

（移動支援事業に係るサービスの利用の要件等） 

第51条 移動支援事業に係るサービスは、障害者等が次の各号のいずれかに該当する外出（当該外

出が第４項各号のいずれかに該当する場合を除く。）をする際に、利用することができる。 

(１) 社会生活上必要不可欠なもの 
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(２) 余暇活動等の社会参加のためのもの 

２ 前項の外出は、１日の範囲内でその用務を終えることのできるものでなければならない。 

３ 第１項第１号に該当する外出が選挙権その他公民としての権利を行使することを目的とするも

のであるときは、第83条第１項本文の規定にかかわらず、同項に規定する利用料の支払を要しな

い。 

４ 移動支援事業に係るサービスは、障害者等の外出が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

れを行わない。 

(１) 通勤、営業活動等の経済活動に係るもの 

(２) 通学、通所等の送迎（家族の病気等により一時的に送迎時における支援が必要と認められ

る場合の当該送迎を除く。）に係るもの 

(３) 前号に掲げるもののほか、通年かつ長期にわたるもの 

(４) その他社会通念上適当でないと認められるもの 

第２款 地域活動支援センター事業 

（目的） 

第52条 法第77条第１項第９号の規定による地域活動支援センター事業又は同条第３項の規定に基

づき実施する地域活動支援センター事業（以下この章においてこれらを単に「地域活動支援セン

ター事業」という。）は、障害者等を法第５条第27項に規定する地域活動支援センター（以下こ

の章において単に「地域活動支援センター」という。）に通わせ、創作的活動又は生産活動の機

会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与することを目的とする。 

２ 地域活動支援センター事業の実施に関しては、次に掲げるものによるほか、この規則の定める

ところによる。 

(１) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援セン

ターの設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第175号。以下この章において「省令」

という。） 

(２) 厚生労働省実施要綱の別記１－10「地域活動支援センター機能強化事業実施要領」 

（この規則の限定的な適用） 

第53条 上尾市身体障害者福祉センター条例（平成17年上尾市条例第34号）第３条第１号の規定に

基づき上尾市身体障害者福祉センターが行う地域活動支援センター事業については、この章の規

定中、この条の規定及び第３節の規定（第77条の規定を除く。次項において同じ。）に限り、適

用するものとする。 
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２ 前項の規定により適用するものとされた第３節の規定のほか、同項に規定する上尾市身体障害

者福祉センターが行う地域活動支援センター事業に関し必要な事項は、上尾市身体障害者福祉セ

ンター条例及び上尾市身体障害者福祉センター管理規則（昭和63年上尾市規則第13号）の定める

ところによる。 

（地域活動支援センター事業として実施する事業） 

第54条 この章の規定に基づいて地域活動支援センター事業として実施する事業は、次に掲げる地

域活動支援センターの類型において実施される事業とする。 

(１) 厚生労働省実施要綱の別記１－10「地域活動支援センター機能強化事業実施要領」の「３ 

事業内容」に規定されている地域活動支援センターⅠ型 

(２) 厚生労働省実施要綱の別記１－10「地域活動支援センター機能強化事業実施要領」の「３ 

事業内容」に規定されている地域活動支援センターⅡ型 

（地域活動支援センター事業に係るサービスを利用することができる者） 

第55条 この章の規定に基づき地域活動支援センター事業に係るサービスを利用することができる

者は、市内に住所を有する障害者等とする。 

（地域活動支援センター事業の実施方法） 

第55条の２ 本市における地域活動支援センター事業は、第69条第１項に規定する登録事業者に委

託して、これを実施するものとする。 

第３款 日中一時支援事業 

（目的） 

第56条 法第77条第３項の規定に基づく日中一時支援事業（以下この章において単に「日中一時支

援事業」という。）は、障害者等の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家

族の就労を支援し、及び障害者等を日常的に介護している家族に対して一時的な休息を供与する

ことを目的とする。 

（日中一時支援事業の内容） 

第57条 日中一時支援事業においては、障害者等に対し、日中における活動の場を提供し、見守り、

及び社会に適応するための日常的な訓練、送迎サービスその他適切な支援を行うものとする。 

（日中一時支援事業に係るサービスを利用することができる者） 

第58条 日中一時支援事業に係るサービスを利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者 
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(２) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害があると判定された者 

(３) 医師により発達に障害があると診断された者 

２ 第37条第２項及び第３項の規定は、日中一時支援事業に係るサービスの利用について準用する。

この場合において、第37条第２項中「前項」とあるのは「第58条第１項」と、「法第19条第３項

に規定する特定施設」とあるのは「法第19条第３項に規定する特定施設その他市長が認める施設」

と、「特定施設」とあるのは「特定施設等」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「第58条第

１項」と読み替えるものとする。 

（日中一時支援事業に係るサービスの利用の要件） 

第59条 日中一時支援事業に係るサービスは、日中において監護する者がいないため一時的に見守

り等の支援が必要であると市長が認める場合に利用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービスを利用している時

間にあっては、日中一時支援事業に係るサービスを利用することはできない。 

第２節 事業者登録 

第１款 移動支援事業の事業者登録 

（事業者登録及びその要件） 

第60条 第76条第３項に規定する受給者に対して移動支援事業に係るサービスを提供しようとする

者（当該サービスの提供に要した経費について、第86条第１項の規定に基づく市による負担を求

める者に限る。）は、あらかじめ、当該事業を行う事業者として、市長の登録を受けなければな

らない。 

２ 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。 

(１) 法人格を有していること。 

(２) 移動支援事業に係るサービスの提供に当たる者として、次のアからクまでのいずれかに該

当する者を有していること。 

ア 介護福祉士 

イ 介護職員基礎研修の修了者 

ウ 居宅介護従業者養成研修における１級から３級までのいずれかの課程を修了した者 

エ 訪問介護員養成研修における１級から３級までのいずれかの課程を修了した者 

オ 行動援護従業者養成研修の修了者（知的障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了した

者を含む。） 

カ 重度訪問介護従業者養成研修の修了者 



23/172 

キ 平成18年９月30日までの間に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了した者 

ク 平成18年９月30日までの間に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了した者 

(３) 第62条各項に規定する事項を遵守することができる者であること。 

（登録の手続） 

第61条 前条第１項の登録を受けようとする者は、上尾市移動支援事業に関する事業者登録申請書

（第19号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請しなければならない。 

(１) 当該申請者の定めた移動支援事業に関する運営規程 

(２) 移動支援事業に従事する者の名簿 

(３) 移動支援事業の実施に関し前号に掲げる者が取得している資格等が明らかとなる書類の写

し 

(４) 前３号に掲げるもののほか、次条各項に規定する事項を遵守することができる者であるこ

とを明らかにする書類で市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が前条第２項各号に掲げる要件に

適合しているかについて審査の上、その登録の適否を決定し、その結果を上尾市移動支援事業に

関する事業者登録決定（却下）通知書（第20号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第62条 前条第２項の規定により移動支援事業を行う者として市長の登録を受けた者（以下この款

において「登録事業者」という。）は、利用者（第76条第３項に規定する受給者で移動支援事業

に係るサービスを利用するものをいう。以下この条において同じ。）に対し移動支援事業に係る

サービスを適切に提供することができるよう、当該登録事業者の設ける事業所ごとに、その移動

支援事業に従事する職員（以下この条において「従業者」という。）に係る勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

２ 登録事業者は、その移動支援事業に係るサービスの提供に、第60条第２項第２号アからクまで

に掲げる者以外の者を当たらせてはならない。 

３ 登録事業者は、利用者の人権の擁護、利用者への虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

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。 

４ 前項に定めるもののほか、登録事業者は、従業者に対し、その資質の向上を図るために必要な

研修の機会を確保しなければならない。 

５ 登録事業者は、あらかじめ利用者に対し、その提供する移動支援事業に係るサービスの内容及
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び利用者又はその保護者から受領する利用料の額（第83条第３項の規定による同条第１項の利用

料の額をいう。）を明示しなければならない。 

６ 前項に定めるもののほか、登録事業者は、利用者に対し、従業者の有する資格を明示しなけれ

ばならない。 

７ 登録事業者は、利用者に対し移動支援事業に係るサービスを提供した際は、その提供の都度当

該サービスの提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。この場合において、当

該記録は、サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

８ 登録事業者は、従業者及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該諸記録を５年間保存

しなければならない。 

９ 従業者は、正当な理由なしに、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

10 登録事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

11 登録事業者は、その提供した移動支援事業に係るサービスに関して利用者又はその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講ずるとともに、当該苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録しなければならない。 

12 登録事業者は、移動支援事業に係るサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、

市長、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

（登録事業者の届出義務） 

第63条 登録事業者は、その登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は移動支援事業を中止し、

若しくは廃止しようとするときは、速やかに、上尾市移動支援事業に関する事業者登録事項変更・

中止等届出書（第21号様式）により、市長に届け出なければならない。 

（業務報告の聴取等） 

第64条 市長は、登録事業者が行う移動支援事業の運営の適正を期するため、登録事業者に対し、

定期又は臨時に、当該事業の実施の状況又はその経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

（是正の措置の指導及び改善命令） 

第65条 市長は、登録事業者が第62条各項に規定する事項を遵守していないと認めるときは、当該

登録事業者に対し、その是正の措置を講ずるよう指導を行い、又は必要に応じその改善を命ずる

ことができる。 
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２ 登録事業者は、前項の規定による改善命令に従って行った改善の内容を市長に報告しなければ

ならない。 

（登録の取消し） 

第66条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことが

できる。 

(１) 第60条第２項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

(２) 第64条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないとき。 

(３) 前条第１項の規定による改善命令に従わないとき。 

２ 市は、登録事業者が前項の規定により登録の取消しを受け、これによって損失を受けることが

あっても、その補償の責めを負わない。 

第２款 地域活動支援センター事業の事業者登録 

（事業者登録及びその要件） 

第67条 市内において地域活動支援センター事業を行おうとする者（当該事業に係るサービスの提

供に要した経費について、第86条第１項の規定に基づく市による負担を求める者に限る。）は、

あらかじめ、当該事業を行う事業者として、市長の登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録を受けることができる者は、地域活動支援センターの設置者であって、かつ、社会

福祉法人その他の法人格を有する団体でなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の登録を受けることができる者は、第69条各項に規定する事

項を遵守することができる者でなければならない。 

（登録の手続） 

第68条 前条第１項の登録を受けようとする者は、上尾市地域活動支援センター事業に関する事業

者登録申請書（第22号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請しなければならない。 

(１) 省令第３条各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関して当該申請者が定めた運営

規程 

(２) 地域活動支援センター事業に従事する者の名簿 

(３) 地域活動支援センター事業の実施に関し前号に掲げる者が取得している資格等が明らかと

なる書類の写し 

(４) 前３号に掲げるもののほか、次条各項に規定する事項を遵守することができる者であるこ

とを明らかにする書類で市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が前条第２項及び第３項に規定す
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る要件に適合しているかについて審査するとともに、当該申請書に記載された地域活動支援セン

ター事業の利用定員並びに地域活動支援センター事業に従事する職員数及びその配置が次の表に

定める要件を満たしているかを審査するものとする。 

 １日当たりの利用定員 職員数及びその配置 

地域活動支援センタ

ーⅠ型 

おおむね20人以上 基礎的事業による職員のほか１人以上を配置

し、うち２人以上を常勤とする。 

地域活動支援センタ

ーⅡ型 

おおむね15人以上 基礎的事業による職員のほか１人以上を配置

し、うち１人以上を常勤とする。 

備考 

１ この表において「基礎的事業」とは、厚生労働省実施要綱の別記１－10「地域活動支援セ

ンター機能強化事業実施要領」の「３ 事業内容」に規定されている基礎的事業をいう。 

２ この表において「基礎的事業による職員」の配置とは、２人以上を配置し、うち１人は専

任者とする職員配置をいう。 

３ 市長は、前項の規定による審査に基づき当該申請に係る登録の適否について決定をしたときは、

上尾市地域活動支援センター事業に関する事業者登録決定（却下）通知書（第23号様式）により、

当該申請者に通知するものとする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第69条 前条第３項の規定により地域活動支援センター事業を行う者として市長の登録を受けた者

（以下この款において「登録事業者」という。）は、利用者（第54条第１号に掲げる地域活動支

援センターの類型において実施される地域活動支援センター事業にあっては当該登録事業者が第

75条第２項の規定により定める地域活動支援センターの利用者をいい、第54条第２号に掲げる地

域活動支援センターの類型において実施される地域活動支援センター事業にあっては第76条第３

項に規定する受給者で地域活動支援センターを利用するものをいう。第３項において同じ。）に

対し地域活動支援センター事業に係るサービスを適切に提供することができるよう、当該登録事

業者の設ける事業所ごとに、その地域活動支援センター事業に従事する職員（次項において「従

業者」という。）に係る勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、登録事業者は、利用者に対する地域活動支援センター事業に係るサ

ービスの提供に関し、省令第６条第２項各号に掲げる記録を整備するとともに、当該記録をサー
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ビスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、登録事業者は、省令に定める地域活動支援センターの設備及び

運営に関する基準を遵守しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、登録事業者の遵守すべき事項については、第62条第３項から第７

項まで及び第９項から第12項までの規定を準用する。この場合において、第62条第５項中「利用

料の額（第83条第３項の規定による同条第１項の利用料の額をいう。）」とあるのは、「利用料

の額（第83条第３項の規定による同条第１項の利用料の額をいう。）及び費用の額（第84条第２

項の規定による同条第１項の費用の額をいう。）」と読み替えるものとする。 

（登録事業者の届出義務等に関する規定の準用） 

第70条 第63条から第66条までの規定は、地域活動支援センター事業を行う登録事業者について準

用する。この場合において、第63条中「上尾市移動支援事業に関する事業者登録事項変更・中止

等届出書（第21号様式）」とあるのは「上尾市地域活動支援センター事業に関する事業者登録事

項変更・中止等届出書（第24号様式）」と、第65条第１項中「第62条各項」とあるのは「第69条

各項」と、第66条第１項第１号中「第60条第２項各号に掲げる要件」とあるのは「次条第２項及

び第３項に規定する登録を受けることができる者の要件」と読み替えるものとする。 

第３款 日中一時支援事業の事業者登録 

（事業者登録及びその要件） 

第71条 市内において日中一時支援事業を行おうとする者（当該事業に係るサービスの提供に要し

た経費について、第86条第１項の規定に基づく市による負担を求める者に限る。）は、あらかじ

め、当該事業を行う事業者として、市長の登録を受けなければならない。第37条第２項に規定す

る居住地特例地において、第58条第２項において準用する第37条第２項の規定に基づき日中一時

支援事業に係るサービスを利用する者に対して当該サービスを提供しようとする者（当該サービ

スの提供に要した経費について、第86条第１項の規定に基づく市による負担を求める者に限る。）

についても、同様とする。 

２ 前項の登録を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければな

らない。 

(１) 次の各号のいずれかに該当する者であること。 

ア 法第５条第７項に規定する生活介護、同条第８項に規定する短期入所、同条第12項に規定

する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援

を行う法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者 
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イ 法第５条第27項に規定する地域活動支援センターの設置者 

ウ 法第29条第１項に規定する指定障害者支援施設の設置者 

エ 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援、同条第３項に規定する医療型

児童発達支援又は同条第４項に規定する放課後等デイサービスを行う同法第21条の５の３第

１項に規定する指定障害児通所支援事業者 

オ 上尾市障害児（者）生活サポート事業実施規則（平成20年上尾市規則第６号）第10条第１

項に規定する登録団体 

カ 法第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業を行う者であり、当該事業を行う事業所

において日中一時支援事業を実施するために必要なスペースを確保していると市長が認めた

もの 

(２) 第73条各項に規定する事項を遵守することができる者であること。 

（登録の手続） 

第72条 前条第１項の登録を受けようとする者は、上尾市日中一時支援事業に関する事業者登録申

請書（第25号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請しなければならない。 

(１) 当該申請者が定めた日中一時支援事業に関する運営規程 

(２) 日中一時支援事業に従事する者の名簿 

(３) 日中一時支援事業の実施に関し前号に掲げる者が取得している資格等が明らかとなる書類

の写し 

(４) 日中一時支援事業の実施に当たり必要な場所及び設備の確保がなされていることが明らか

となる見取図その他の図面 

(５) 前各号に掲げるもののほか、次条各項に規定する事項を遵守することができる者であるこ

とを明らかにする書類で市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が前条第２項各号に掲げる要件に

適合しているかについて審査するとともに、次に掲げる事項について審査するものとする。 

(１) 当該申請者が日中一時支援事業を行う事業所に置くこととなる従業者及びその員数が、児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労

働省令第15号）第４章第２節に定める人員に関する基準に適合していること。この場合におい

て、同基準第66条第１項第１号中「障害児」とあるのは「障害者等」と、同項第２号中「児童

発達支援管理責任者」とあるのは「日中一時支援事業に係るサービスの管理を行う者」と、同

条第３項第３号中「児童指導員」とあるのは「指導員」と読み替えるものとする。 
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(２) 日中一時支援事業の実施に当たり必要な場所の確保がなされていること。 

(３) 日中一時支援事業を適切に行う上で必要な設備を設けていること。 

３ 市長は、前項の規定による審査に基づき当該申請に係る登録の適否について決定をしたときは、

上尾市日中一時支援事業に関する事業者登録決定（却下）通知書（第26号様式）により、当該申

請者に通知するものとする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第73条 前条第３項の規定により日中一時支援事業を行う者として市長の登録を受けた者（以下こ

の款において「登録事業者」という。）は、利用者（第76条第３項に規定する受給者であって、

日中一時支援事業を利用するものをいう。次条において同じ。）に対し、日中一時支援事業に係

るサービスを適切に提供することができるよう、当該登録事業者の設ける事業所ごとに、その日

中一時支援事業に従事する職員に係る勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、その日中一時支援事業に係るサービスの提供を受ける者が、別表第３の１の表

備考第４号に規定する遷延性意識障害若しくは同備考第５号に規定する筋萎縮性側索硬化症を有

する者又は同備考第６号に規定する療養介護対象者であるときは、当該サービスを提供する事業

所に看護師を配置しなければならない。 

３ 登録事業者は、その日中一時支援事業に係るサービスの提供に関し、前項の規定による看護師

のほか、利用者に対して適切な支援を行う能力を有する者を配置するとともに、当該サービスを

適切に提供し得るに足る十分な人員を確保しなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、登録事業者の遵守事項については、第62条第３項から第12項まで

の規定を準用する。 

（登録事業者の届出義務等に関する規定の準用） 

第74条 第63条から第66条までの規定は、日中一時支援事業を行う登録事業者について準用する。

この場合において、第63条中「上尾市移動支援事業に関する事業者登録事項変更・中止等届出書

（第21号様式）」とあるのは「上尾市日中一時支援事業に関する事業者登録事項変更・中止等届

出書（第27号様式）」と、第65条第１項中「第62条各項」とあるのは「第73条各項」と、第66条

第１項第１号中「第60条第２項各号に掲げる要件」とあるのは「第71条第２項に規定する登録を

受けることができる者の要件」と読み替えるものとする。 

第３節 支給決定及び利用の手続 

（サービスの支給決定等） 

第75条 移動支援事業、地域活動支援センター事業（次項に規定する地域活動支援センター事業を
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除く。以下この節において同じ。）及び日中一時支援事業（以下これらを「特定地域生活支援事

業」という。）に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ、これらのサービスの利用

に関し、市長から支給決定（次条第３項に規定する支給決定をいう。）を受けなければならない。 

２ 第54条第１号に掲げる地域活動支援センターの類型において実施される地域活動支援センター

事業に係るサービスを利用するための手続その他その利用に関し必要な事項については、第69条

第１項に規定する登録事業者のうち当該事業を行う者として市長の登録を受けたものが、市長の

承認を得て定める。 

３ 市内に居住する者が、他の市町村に所在する地域活動支援センター事業の利用を希望する場合

で、市長がその利用を適当と認めるときは、市長は、当該他の市町村の長の同意を得るものとす

る。 

（支給決定の手続） 

第76条 前条第１項の支給決定を受けようとする者（当該支給決定を受けようとする者が障害児で

あるときは、当該障害児の保護者）は、上尾市特定地域生活支援事業サービス支給申請書（第28

号様式）により、市長に対し申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者の障害の程度区分その他の申請内

容により特定地域生活支援事業に係るサービスの供与の必要性について審査の上、当該事業に係

るサービスの支給の可否を決定し、その結果を上尾市特定地域生活支援事業サービス支給決定（却

下）通知書（第29号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定に基づき特定地域生活支援事業に係るサービスを受給することができる旨

の決定（第５項及び第６項並びに第82条各項において「支給決定」という。）を受けた者（以下

この章において「受給者」という。）に対し、次に掲げる事項を記載した上尾市特定地域生活支

援事業サービス受給者証（第30号様式。以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

(１) 受給者の障害の程度区分 

(２) 移動支援事業に係るサービスにあっては１月当たりおおむね70時間の範囲内で定める利用

可能時間、地域活動支援センター事業にあっては１月当たりの利用可能日数、日中一時支援事

業にあっては利用することができるサービスの種別及び１月当たりの当該サービスの利用可能

日数 

(３) 特定地域生活支援事業に係るサービスについての第83条第３項及び第５項の規定による利

用者負担の割合 

(４) 当該受給者証の有効期間 
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４ 前項第２号に規定する特定地域生活支援事業に係るサービスの月当たりの利用可能時間又は利

用可能日数（第78条各項においてこれらを「サービスの支給量」という。）は、第２項の審査に

おいて当該サービスの必要量に関する調査を必要に応じて実地に行い、その結果を勘案して定め

るものとする。 

５ 第３項第４号に規定する受給者証の有効期間は、支給決定をした日から当該支給決定の後最初

に到来する６月30日までの間とする。 

６ 前項に規定する受給者証の有効期間の満了後引き続き特定地域生活支援事業に係るサービスを

利用しようとする者は、改めて市長から支給決定を受けなければならない。この場合において、

当該支給決定を受けようとする者は、市長が認めるときは、第１項の規定による申請の手続を経

ずに、第２項に規定する支給の可否の決定を受けることができるものとする。 

（利用の手続） 

第77条 受給者は、登録事業者（第62条第１項、第69条第１項及び第73条第１項に規定する登録事

業者をいう。以下この条、第83条第１項、第85条、第86条第１項及び第87条において同じ。）に

よる特定地域生活支援事業に係るサービスを利用することができる。 

２ 受給者（受給者が障害児であるときは、当該障害児の保護者。以下この章において同じ。）は、

前項の規定に基づき同項のサービスを利用しようとするときは、登録事業者の定めるところに従

い、直接登録事業者に対して申し込まなければならない。この場合において、受給者は、当該登

録事業者に対し受給者証を提示しなければならない。 

（サービスの支給量の変更及びその手続） 

第78条 受給者は、市長に申請することにより、第76条第４項の規定に基づき定められたサービス

の支給量を変更することができる。 

２ 前項の規定に基づきサービスの支給量の変更をしようとする者は、上尾市特定地域生活支援事

業サービス支給量変更申請書（第31号様式）に当該変更の内容等を記して、市長に対し申請しな

ければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、速やかにサービ

スの支給量の変更の適否を決定し、その結果を上尾市特定地域生活支援事業サービス支給量変更

決定通知書（第32号様式）により当該申請者に対して通知するとともに、当該申請者の受給者証

の記載事項を変更するものとする。 

（受給者証の譲渡等の禁止） 

第79条 受給者は、その受給者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 
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（受給者の届出義務） 

第80条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、上尾市特定地域生活支援事業サービス

支給申請事項変更・中止届出書（第33号様式）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

(１) 受給者の住所、氏名又は電話番号に変更があったとき。 

(２) 受給者本人の心身の状況に顕著な変化が生じたとき。 

(３) 特定地域生活支援事業に係るサービスの利用を中止しようとするとき。 

（受給者証の再交付） 

第81条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、直ちに、上尾市特定地域生活支援事

業受給者証再交付申請書（第34号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請者に受給者証を再交付することができ

る。 

（支給決定の取消し） 

第82条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消した上で、当該支給決

定に係る受給者に対し、受給者証の返還を求めることができる。 

(１) 受給者本人が、移動支援事業にあっては第50条第１項及び第２項に、地域活動支援センタ

ー事業にあっては第55条に、日中一時支援事業にあっては第58条第１項及び第２項にそれぞれ

規定する当該事業に係るサービスを利用することができる者に該当しなくなったとき。 

(２) 受給者が第79条の規定に違反したとき。 

(３) 受給者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。 

(４) その他特定地域生活支援事業に係るサービスを利用することが不適当であると市長が認め

たとき。 

２ 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、当該受給者

に通知するものとする。 

第４節 利用料等 

（利用料） 

第83条 受給者は、特定地域生活支援事業に係るサービスを利用するときは、当該サービスを提供

する登録事業者に対して、その利用に係る料金（以下この条、第85条及び第86条において「利用

料」という。）を支払わなければならない。ただし、第54条第１号に掲げる地域活動支援センタ

ーの類型において実施される地域活動支援センター事業に係るサービスを利用するときにあって

は、利用料の支払を要しない。 
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２ 前項本文の規定にかかわらず、特定地域生活支援事業に係るサービスを利用する受給者が次に

掲げる世帯のいずれかに属するときは、利用料の支払を要しない。 

(１) 生活保護法の適用を受ける被保護世帯 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 

(３) 当該年度分（特定地域生活支援事業に係るサービスを利用する日（以下この号において「利

用日」という。）が４月から６月までのいずれかの月に属する場合においては、当該利用日の

属する年度の前年度の分）の市町村民税が非課税の世帯（前２号に掲げる世帯を除く。） 

３ 移動支援事業に係るサービスを利用する場合の当該利用１回当たりの利用料の額は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位数に、１単位当たりの単価（10円に、厚生労

働大臣が定める１単位の単価について（平成18年厚生労働省告示第539号）第１号の表の上欄に掲

げる地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて定める同表の下欄に掲げる割合のう

ち、法第５条第１項に規定する障害福祉サービスの場合において乗ずる割合を乗じて得た額をい

う。）を乗じて得た額（第86条第２項において「移動支援基準額」という。）に100分の10を乗じ

て得た額とする。 

(１) 提供する移動支援事業に係るサービスに身体介護を伴う場合 次のアからエまでに掲げる

場合の区分に応じ、当該アからエまでに定める単位数（当該サービスを提供する者が利用者１

人につき２人である場合にあっては、当該単位数に２を乗じて得た単位数） 

ア 所要時間（利用者に対して移動支援事業に係るサービスを提供するのに要した時間（送迎

に要した時間を除く。）をいう。以下この次号において同じ。）が30分未満の場合 230単位 

イ 所要時間が30分以上１時間未満の場合 400単位 

ウ 所要時間が１時間以上１時間30分未満の場合 580単位 

エ 所要時間が１時間30分以上の場合 580単位に、所要時間１時間30分から計算して所要時間

が30分を増すごとに82単位を加算した単位 

(２) 提供する移動支援事業に係るサービスに身体介護を伴わない場合 次のアからウまでに掲

げる場合の区分に応じ、当該アからウまでに定める単位数（当該サービスを提供する者が利用

者１人につき２人である場合にあっては、当該単位数に２を乗じて得た単位数） 

ア 所要時間が30分未満の場合 80単位 

イ 所要時間が30分以上１時間未満の場合 150単位 

ウ 所要時間が１時間以上の場合 150単位に、所要時間１時間から計算して所要時間が30分を
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増すごとに75単位を加算した単位 

４ 前項の場合において、夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう。第１号において同じ。）

若しくは早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。同号において同じ。）又は深夜（午後

10時から午前６時までの時間をいう。第２号において同じ。）に外出介護（第51条第１項の外出

に係る介護をいう。）を行った場合は、１回の利用につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、

当該各号に定める単位数を同項の規定による単位数に加算するものとする。 

(１) 夜間又は早朝 前項の規定による単位数の100分の25に相当する単位数（当該単位数に１単

位未満の端数が生じたときは、これを切り上げた単位数） 

(２) 深夜 前項の規定による単位数の100分の50に相当する単位数（当該単位数に１単位未満の

端数が生じたときは、これを切り上げた単位数） 

５ 特定地域生活支援事業（移動支援事業を除く。）に係るサービスを利用する場合の当該利用１

回当たりの利用料の額は、地域活動支援センター事業（第54条第２号に掲げる地域活動支援セン

ターの類型において実施される地域活動支援センター事業に限る。附則第６条の２において同

じ。）に係るサービスにあっては別表第２の規定により、日中一時支援事業に係るサービスにあ

っては別表第３の規定により、それぞれ算出した基準額（提供したサービスの内容に応じ、それ

ぞれの表の規定に基づき加算すべき額のある場合は、当該基準額に当該加算額を加えた額）に100

分の10を乗じて得た額とする。 

（地域活動支援センター事業に係る費用の納付） 

第84条 地域活動支援センター事業に係るサービスを利用する受給者は、当該サービスを提供する

第69条第１項に規定する登録事業者に対し、創作的活動に係る材料費その他の当該サービスを受

ける者の負担とすることが適当と認められる費用を支払わなければならない。 

２ 前項の費用の額は、その実費に相当する額を基準として、前項の登録事業者が省令第10条第１

項の規定を考慮して定めるものとする。 

３ 第１項の登録事業者は、受給者に対して同項の費用の支払を求める際には、当該費用の使途及

び額並びに受給者に費用の負担を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該

受給者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

（利用料の減免） 

第85条 登録事業者は、受給者が災害その他特別の事情にあるときは、市長の承認を得て、第83条

第３項及び第５項に規定する利用料の額を減額し、又はその納付を免除しなければならない。 

２ 登録事業者は、前項に規定する市長の承認を受けようとするときは、市長に対し、その旨を申
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請しなければならない。 

第５節 経費の負担等 

（経費の負担） 

第86条 市は、特定地域生活支援事業の実施に関し、当該事業を行う登録事業者（第54条第１号に

掲げる地域活動支援センターの類型において実施される地域活動支援センター事業を行う登録事

業者を除く。以下この条及び次条において同じ。）による特定地域生活支援事業に係るサービス

の提供に要する経費を負担するものとする。 

２ 前項の規定に基づき、移動支援事業を行う第62条第１項に規定する登録事業者からの請求に対

して市が支払う額は、当該事業に係るサービスを利用する者１人につきその利用１回当たり、移

動支援基準額から、当該利用者に係る第83条第３項及び前条第１項の規定により算定される利用

１回当たりの利用料の額を差し引いて得た額とする。 

３ 第１項の規定に基づき、地域活動支援センター事業（第54条第２号に掲げる地域活動支援セン

ターの類型において実施される地域活動支援センター事業に限る。附則第６条の３第２項におい

て同じ。）を行う第69条第１項に規定する登録事業者からの請求に対して市が支払う額は、当該

事業に係るサービスを利用する者１人につきその利用１回当たり、別表第２の規定により算出し

た基準額（提供したサービスの内容に応じ、同表の規定に基づき加算すべき額のある場合は、当

該基準額に当該加算額を加えた額）から、当該利用者に係る第83条第５項及び前条第１項の規定

により算定される利用１回当たりの利用料の額（次項において単に「利用料の額」という。）を

差し引いて得た額とする。 

４ 第１項の規定に基づき、日中一時支援事業を行う第73条第１項に規定する登録事業者からの請

求に対して市が支払う額は、当該事業に係るサービスを利用する者１人につきその利用１回当た

り、別表第３の規定により算出した基準額（提供したサービスの内容に応じ、同表の規定に基づ

き加算すべき額のある場合は、当該基準額に当該加算額を加えた額）から、当該利用者に係る利

用料の額を差し引いて得た額とする。 

５ 市内に居住する者が、他の市町村に所在する地域活動支援センター事業を利用した場合の経費

の負担に関しては、当該他の市町村の長と協議の上、これを定める。 

（登録事業者が得た不正利得の徴収） 

第87条 市は、登録事業者が偽りその他不正の行為により前条第２項から第４項までの規定による

額の支払を受けたと認められるときは、当該登録事業者に対し、その支払った額を返還させるも

のとする。この場合において、市は、法第８条第２項の規定の例により、その返還させる額に100
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分の40を乗じて得た額を当該返還額に加算することができる。 

第６章 障害者訪問入浴サービス事業 

（目的） 

第88条 法第77条第３項の規定に基づき行う障害者訪問入浴サービス事業（以下単に「障害者訪問

入浴サービス事業」という。）は、居宅において入浴することが困難な障害者等に対し、訪問入

浴車によりその居宅を訪問して入浴のサービスを提供することにより、当該障害者等の身体の清

潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって障害者等の生活を支援することを目的とする。 

（事業者登録及びその要件） 

第88条の２ 市内において障害者訪問入浴サービス事業を行おうとする者（当該事業に係るサービ

スの提供に要した経費について、第97条第１項の規定に基づく市による負担を求める者に限る。）

は、あらかじめ、当該事業を行う事業者として、市長の登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。 

(１) 法人格を有していること。 

(２) 看護師又は准看護師に該当する者を有していること。 

(３) 障害者訪問入浴サービス事業によるサービス（以下「訪問入浴サービス」という。）の提

供に当たる者として、次のアからエまでのいずれかに該当する者を有していること。 

ア 介護福祉士 

イ 介護職員基礎研修の修了者 

ウ 居宅介護従業者養成研修における１級から３級までのいずれかの課程を修了した者 

エ 訪問介護員養成研修における１級から３級までのいずれかの課程を修了した者 

(４) 第90条の４各項に規定する事項を遵守することができる者であること。 

（登録の手続） 

第88条の３ 前条第１項の登録を受けようとする者は、上尾市障害者訪問入浴サービス事業に関す

る事業者登録申請書（第34号様式の２）に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請しなければ

ならない。 

(１) 当該申請者の定めた障害者訪問入浴サービス事業に関する運営規程 

(２) 障害者訪問入浴サービス事業に従事する者の名簿 

(３) 障害者訪問入浴サービス事業の実施に関し前号に掲げる者が取得している資格等が明らか

となる書類の写し 

(４) 前３号に掲げるもののほか、次条各項に規定する事項を遵守することができる者であるこ
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とを明らかにする書類で市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が前条第２項各号に掲げる要件に

適合しているかについて審査するとともに、次に掲げる事項について審査するものとする。 

(１) 当該申請者が障害者訪問入浴サービス事業を行う事業所に置くこととなる従業者及びその

員数が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生労働省

令第37号）第３章第２節に定める人員に関する基準に適合していること。 

(２) 当該申請者が障害者訪問入浴サービス事業を行う事業所の設備及び備品等が、指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第３章第３節に定める設備に関する基準に

適合していること。 

３ 市長は、前項の規定による審査に基づき当該申請に係る登録の適否について決定をしたときは、

上尾市障害者訪問入浴サービス事業に関する事業者登録決定（却下）通知書（第34号様式の３）

により、当該申請者に通知するものとする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第88条の４ 前条第３項の規定により障害者訪問入浴サービス事業を行う者として市長の登録を受

けた者（以下この章において「登録事業者」という。）は、利用決定障害者等（第91条第３項に

規定する決定を受けた障害者等であって、訪問入浴サービスを利用するものをいう。）に対し、

訪問入浴サービスを適切に提供することができるよう、当該登録事業者の設ける事業所ごとに、

その障害者訪問入浴サービス事業に従事する職員に係る勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

２ 登録事業者は、その訪問入浴サービスの提供に関し、利用者に対して適切な支援を行う能力を

有する者を配置するとともに、当該サービスを適切に提供し得るに足る十分な人員を確保しなけ

ればならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、登録事業者の遵守事項については、第62条第３項から第12項まで

の規定を準用する。 

（登録事業者の届出義務等に関する規定の準用） 

第88条の５ 第63条から第66条までの規定は、障害者訪問入浴サービス事業を行う登録事業者につ

いて準用する。この場合において、第63条中「上尾市移動支援事業に関する事業者登録事項変更・

中止等届出書（第21号様式）」とあるのは「上尾市障害者訪問入浴サービス事業に関する事業者

登録事項変更・中止等届出書（第34号様式の４）」と、第65条第１項中「第62条各項」とあるの

は「第88条の４各項」と、第66条第１項第１号中「第60条第２項各号に掲げる要件」とあるのは
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「第88条の２第２項に規定する登録を受けることができる者の要件」と読み替えるものとする。 

（訪問入浴サービスを利用することができる者） 

第89条 訪問入浴サービスを利用することができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法に基づく保険給付により訪問入浴サービスと同

様のサービスの提供を受けることができる者を除く。 

(１) 身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由の者で、その障害程度の等級が身体障害者

福祉法施行規則別表第５号の身体障害者障害程度等級表に規定する１級又は２級であるもの 

(２) 療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が埼玉県の定める療育手帳（みどりの

手帳）制度事務取扱要領（昭和49年１月１日適用）に定める 又はＡに該当するもの 

２ 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる者は、訪問入浴サービスを利用することができない。 

(１) 医師が、入浴することが可能であると認めていない者 

(２) 市長が定める福祉施設に入所している者 

(３) 病院その他の医療機関に入院している者 

３ 市長は、第１項本文に規定する者のほか、同項本文に規定する者に準ずる者で居宅において入

浴することが困難であると認められるものに対し、訪問入浴サービスを実施することができる。 

（利用の限度） 

第90条 訪問入浴サービスは、１月当たり10回を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由が

あると認める場合は、この限りでない。 

（利用の手続） 

第91条 訪問入浴サービスを利用しようとする者は、上尾市訪問入浴サービス利用申請書（第35号

様式）に医師による入浴サービス利用者診断書（第36号様式）を添えて、市長に対し申請しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、速やかに訪問入

浴サービスの利用の可否を決定し、上尾市訪問入浴サービス利用可否決定通知書（第37号様式）

により、当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の場合において訪問入浴サービスを利用することができる旨の決定（以下この項

及び次条において「利用決定」という。）を行ったときは、登録事業者（訪問入浴サービスを業

として提供している者で、当該サービスに係る業務の実施につき市から登録を受けているものを

いう。以下この章において同じ。）に、当該利用決定を受けた者（以下この章において「利用決

定障害者等」という。）の住所、氏名その他登録事業者が利用決定障害者等に対して訪問入浴サ
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ービスを提供するに当たり必要となる事項を記載した上尾市訪問入浴サービス実施依頼書（第38

号様式）を送付して、当該利用決定障害者等に対する訪問入浴サービスの提供を指示するものと

する。 

（利用決定の取消し等） 

第92条 市長は、利用決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定障害者

等に対する訪問入浴サービスの提供を停止し、若しくは制限し、又は当該利用決定障害者等に対

して行った利用決定を取り消すことができる。 

(１) 病気その他健康上の理由により、入浴が困難であると認められるとき。 

(２) 第89条第１項又は第３項に規定する訪問入浴サービスを利用することができる者に該当し

なくなったとき。 

(３) 第89条第２項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(４) 第95条第１項に規定する利用料の徴収に応じないとき。 

(５) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき訪問入浴サービスの提供を停止し、若しくは制限し、又は利用決

定を取り消したときは、上尾市訪問入浴サービス利用決定取消等通知書（第39号様式）により、

その旨を通知するものとする。 

（利用者等の遵守事項） 

第93条 訪問入浴サービスの利用者（以下この章において単に「利用者」という。）及びその介護

者は、訪問入浴サービスを利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 医師と相談を行い、健康の管理に留意すること。 

(２) 利用者の健康状態により指定された入浴日での入浴に支障があると認められるときは、入

浴を中止すること。 

(３) 入浴する際には必ず介護者が入浴に立ち会うとともに、当該介護者が利用者の介護に当た

ること。ただし、利用者が単身者であるときは、この限りでない。 

(４) 病気その他健康上の理由により訪問入浴サービスを利用することができなくなったときは、

指定された入浴日の前日までに、その旨を市長及び登録事業者に届け出ること。 

(５) 訪問入浴サービスの利用に関する登録事業者の係員の指示に従うこと。 

（登録事業者の遵守事項） 

第94条 登録事業者及びそのもとで訪問入浴サービスに係る業務に従事する者は、業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。当該従事する者にあっては、その職を退いた
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後も、また、同様とする。 

２ 登録事業者は、訪問入浴サービスの提供時に利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場

合は、速やかに、主治医又はあらかじめ登録事業者の定めた協力医療機関への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

３ 登録事業者は、毎月、利用者の健康の状況その他訪問入浴サービスの実施状況を翌月の末日ま

でに市長に報告しなければならない。 

（利用料の徴収） 

第95条 登録事業者は、利用決定障害者等から、訪問入浴サービスの利用に係る料金（以下この章

において「利用料」という。）を徴収することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録事業者は、利用決定障害者等が次に掲げる世帯のいずれかに属

するときは、当該利用決定障害者等から利用料を徴収してはならない。 

(１) 生活保護法の適用を受ける被保護世帯 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 

(３) 当該年度分（訪問入浴サービスを利用する日（以下この号において「利用日」という。）

が４月から６月までのいずれかの月に属する場合においては、当該利用日の属する年度の前年

度の分）の市町村民税が非課税の世帯（前２号に掲げる世帯を除く。） 

３ 利用料の額は、訪問入浴サービスの利用１回当たり1,250円を超えない範囲内において、登録事

業者が定めるものとする。 

（利用料の減免） 

第96条 登録事業者は、利用決定障害者等が災害その他特別の事情にあるときは、市長の承認を受

けて、前条第３項に規定する利用料の額を減額し、又はその納付を免除しなければならない。 

２ 登録事業者は、前項に規定する市長の承認を受けようとするときは、上尾市訪問入浴サービス

利用料減額（免除）承認申請書（第40号様式）により、市長に対し申請しなければならない。 

（経費の負担） 

第97条 市は、訪問入浴サービスの実施に関し、登録事業者による訪問入浴サービスの提供に要す

る経費を負担するものとする。 

２ 登録事業者からの請求に対して市が支払う額は、利用者１人につき１回当たり、訪問入浴サー

ビスの提供に要した経費と１万2,500円とを比較していずれか少ない額から、第95条第２項及び第

３項並びに前条第１項の規定により算定される利用料の額を差し引いて得た額とする。 
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第７章 福祉機器リサイクル事業 

（目的） 

第98条 法第77条第３項の規定に基づき行う福祉機器リサイクル事業（以下この章において単に「福

祉機器リサイクル事業」という。）は、不要になった福祉機器について、これを必要とする他の

者等に貸し出すことにより、障害者等の自立と社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与

することを目的とする。 

（定義） 

第99条 この章において「福祉機器」とは、次に掲げる機器をいう。 

(１) 特殊寝台 

(２) 特殊マット 

(３) 車椅子（電動車椅子を除く。） 

（業務） 

第100条 市は、福祉機器リサイクル事業として、次に掲げる業務を行う。 

(１) 不要となった福祉機器を回収し、点検及び消毒を行った上で保管すること。 

(２) 前号の規定により回収し、保管していた福祉機器を第104条に規定する貸出決定障害者等の

自宅に搬入し、組み立てた上で、その使用方法等について説明をすること。 

２ 前項各号に掲げる業務は、社会福祉法人で当該業務を適切に運営することができると市長が認

めるものに委託して、これを実施するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により第１項各号に掲げる業務の委託を受けた社会福祉法人に対し、定期

又は臨時に、当該業務の実施状況に関し、報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を

することができる。 

（所有権の移転） 

第101条 福祉機器リサイクル事業の一環として回収された福祉機器は、回収された時点において、

その所有権が市に移転するものとする。 

２ 市長は、福祉機器を回収する際には、その福祉機器を市に提供する者から、承諾書（第41号様

式）により、当該福祉機器の所有権が市に移転することについての承諾を得なければならない。 

（福祉機器の貸出しを受けることができる者） 

第102条 福祉機器の貸出しを受けることができる者は、市内に住所を有する障害者等で福祉機器の

使用が必要であると市長が認めたものとする。 

（福祉機器の貸出しの手続） 
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第103条 福祉機器の貸出しを受けようとする者は、上尾市福祉機器貸出申請書（第42号様式）によ

り、市長に対し申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、福祉機器の使用の必要性その他必要な事項を

審査した上で、当該福祉機器の貸出しの可否を決定し、上尾市福祉機器貸出決定（却下）通知書

（第43号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（福祉機器の貸出期間） 

第104条 福祉機器の貸出期間は、前条第２項の規定による福祉機器の貸出しを認める旨の決定（第

107条第１項において「貸出決定」という。）を受けた者（以下この章において「貸出決定障害者

等」という。）が当該福祉機器の使用を必要としなくなるまでの間とする。 

（福祉機器の使用者の遵守事項） 

第105条 福祉機器の使用者は、貸出しを受けた福祉機器を善良なる管理者の注意をもって保管しな

ければならない。 

２ 福祉機器の使用者は、貸出しを受けた福祉機器を亡失し、又は損傷したとき（市長が別に定め

る軽微な損傷であるときを除く。）は、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（福祉機器の譲渡等の禁止） 

第106条 貸出決定障害者等は、貸出しを受けた福祉機器を第98条に定める福祉機器リサイクル事業

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

（貸出決定の取消し等） 

第107条 市長は、貸出決定障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出決定を取り消し

た上で、当該貸出決定障害者等に対し、その使用する福祉機器の返還を求めることができる。 

(１) 第102条に規定する福祉機器の貸出しを受けることができる者に該当しなくなったとき。 

(２) 前条の規定に違反したとき。 

(３) 貸出しを受けた福祉機器を故意に毀損したとき。 

(４) 偽りその他不正の手段により貸出決定を受けたとき。 

２ 市は、貸出決定障害者等が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、

これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。 

（福祉機器の搬入費用及び修理費用等の負担） 

第108条 貸出決定障害者等は、福祉機器の自宅への搬入に要する費用を負担しなければならない。

この場合において、その負担しなければならない費用の額は、毎年度市長が別に定める。 

２ 前項に規定するものを除き、福祉機器リサイクル事業の利用に際し、手数料、使用料その他の
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費用の負担は、求めない。 

３ 貸出決定障害者等は、自ら費用を負担して、貸出しを受けた福祉機器の修理を行い、及び必要

な部品の交換をしなければならない。 

（台帳の整備） 

第109条 市長は、上尾市福祉機器貸出台帳（第44号様式）を備え、福祉機器の貸出しの状況を常に

明らかにしておかなければならない。 

第８章 障害者自動車運転免許取得費助成事業 

（目的） 

第110条 法第77条第３項の規定に基づき行う障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対

して、道路交通法（昭和35年法律第105号）第84条第３項の普通自動車免許（以下「自動車運転免

許」という。）の取得に要する費用の一部を助成することにより、障害者の就労その他の社会活

動への参加を促進することを目的とする。 

（自動車運転免許の取得に要する費用に対し助成を受けることができる者） 

第111条 自動車運転免許の取得に要する費用に対し、この規則による助成を受けることができる者

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 市内に住所を有する者 

(２) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者 

(３) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者 

（助成の額） 

第112条 この章の規定による助成の額は、自動車運転免許の取得に要した費用（自動車教習所（道

路交通法第98条第２項の規定による届出をした自動車教習所に限る。）において教習を受けるた

めに要する入学金、実技教習料、学科教習料、教習コース使用料、技能検定料、学科試験受験料

その他の経費をいう。次条第３項第１号において同じ。）に３分の２を乗じて得た額（その額に

1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。ただし、その額が10

万円を超えるときは、10万円とする。 

（助成の手続） 

第113条 自動車運転免許の取得に要する費用に対する助成を受けようとする者は、自動車教習所と

契約する前に上尾市障害者自動車運転免許取得費助成申請書（第45号様式）に自動車運転免許の

取得に要する費用の額及びその内訳が分かる書類を添付して、市長に対し申請しなければならな

い。 
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２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を行うことが適当で

あると認めたときは、上尾市障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書（第46号様式）により、

当該申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による助成を行う旨の決定（以下この章において「助成決定」という。）を受けた

者が、当該助成決定に係る助成金の交付を受けようとするときは、上尾市障害者自動車運転免許

取得費助成請求書（第47号様式）に次に掲げる書類を添付して、市に対し請求しなければならな

い。 

(１) 自動車運転免許の取得に要した費用についての領収書の写し 

(２) 当該請求者の取得した運転免許証の写し 

（助成決定の取消し等） 

第114条 市長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決定を取

り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。 

(２) 助成金を他の用途に使用したとき。 

２ 前項の規定による助成決定の取消しを受けた者が、既に助成金の交付を受けているときは、直

ちに当該助成金に相当する額を市に返還しなければならない。 

第９章 身体障害者自動車改造費助成事業 

（目的） 

第115条 法第77条第３項の規定に基づき行う身体障害者自動車改造費助成事業は、身体障害者が就

労等に伴い自動車（道路交通法第２条第１項第９号に規定する自動車をいう。以下同じ。）を取

得する場合において、当該自動車の改造に要する費用を助成することにより、身体障害者の社会

復帰の促進を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。 

（自動車の改造に要する費用の助成を受けることができる者） 

第116条 この規則に基づき、自動車の改造に要する費用の助成を受けることができる者は、次に掲

げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(１) 市内に住所を有していること。 

(２) 肢体不自由であることにより、身体障害者手帳の交付を受けていること。 

(３) 自動車運転免許を有していること。 

(４) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置（ハンドルをいう。）、駆動装

置（アクセル及びブレーキをいう。）又はその他運転の補助を目的として、自動車の一部を改
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造する必要があること。 

(５) この章の規定による助成を行う月の属する年の前年の所得金額（各種控除を行った後の所

得税課税所得金額をいう。）が、当該月の特別障害者手当（特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和39年法律第134号）第26条の２に規定する手当をいう。）に係る所得による支給の

制限の額（同法第26条の５において準用する同法第20条及び第21条に規定する政令で定める額

をいう。）を超えていないこと。 

（助成の額） 

第117条 この章の規定による助成の額は、前条第４号に掲げる装置の改造に要する費用の額とする。

ただし、当該費用の額が10万円を超えるときは、10万円とする。 

（助成の手続） 

第118条 自動車の改造に要する費用の助成を受けようとする者は、上尾市身体障害者自動車改造費

助成申請書（第48号様式）に当該自動車の改造を行う業者が作成した見積書（自動車の改造箇所

及びその経費が明らかとなるものに限る。）を添付して、市長に対し申請しなければならない。

この場合において、当該申請者は、自己の有する自動車運転免許を提示しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、助成を行うことが適

当であると認めたときは、上尾市身体障害者自動車改造費助成決定通知書（第49号様式）により、

当該申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により助成を行う旨の決定を受けた者が、当該決定に係る助成金の交付を受けよう

とするときは、上尾市身体障害者自動車改造費助成請求書（第50号様式）に次に掲げる書類を添

付して、市に対し請求しなければならない。 

(１) 自動車の改造に要した費用に係る領収証の写し 

(２) 自動車の改造箇所の改造後の写真 

（助成決定の取消し等に関する規定の準用） 

第119条 第114条第１項及び第２項の規定は、前条第２項の規定により助成を行う旨の決定を受け

た者に準用する。 

第10章 福祉タクシー利用料金助成事業及び自動車燃料費助成事業 

第１節 通則 

（目的等） 

第120条 法第77条第３項の規定に基づき行う福祉タクシー利用料金助成事業及び自動車燃料費助

成事業は、障害者等が自動車を利用する場合に要する費用の一部を助成することにより、障害者
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等の日常生活における利便性の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。 

２ 福祉タクシー利用料金助成事業は、障害者等がタクシーを利用する場合にその運賃の一部を助

成する事業とする。 

３ 市は、第１項に規定する目的を円滑に達成するため、タクシー事業者又は当該タクシー事業者

から委任を受けた者との間で、福祉タクシー利用料金助成事業に関する協定を締結するものとす

る。 

４ 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の協定を締結する権限を埼玉県

知事に委任することができる。 

５ 自動車燃料費助成事業は、障害者等の移動の用に供する自家用自動車の燃料費の一部を助成す

る事業とする。 

６ 障害者等は、福祉タクシー利用料金助成事業及び自動車燃料費助成事業のうち、いずれかの事

業を利用することができる。 

７ 障害者等は、一の年度において、前項の規定により福祉タクシー利用料金助成事業を利用する

こととした場合にあっては第125条第１項の規定により交付を受けた上尾市福祉タクシー利用券

（第52号様式。以下この章において利用券という。）について未使用であって、当該利用券を返

還したときに限り、前項の規定により自動車燃料費助成事業を利用することとした場合にあって

は第129条の６第１項の規定による助成の額の支給を申請していない場合に限り、新たに申請する

ことにより、当該年度の助成事業を福祉タクシー利用料金助成事業及び自動車燃料費助成事業の

うち、利用をしていない事業に変更することができる。 

（定義） 

第121条 この章において「タクシー事業者」とは、道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条第

１項の許可を受けて同法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者（本

社又は営業所を埼玉県内において有する者に限る。）をいう。 

２ この章において「福祉タクシー」とは、前条第１項に掲げる福祉タクシー利用料金助成事業の

趣旨に賛同し、市と同条第３項の協定を締結したタクシー事業者が所有する専ら一般乗用旅客自

動車運送事業の用に供する自動車をいう。 

３ この章において「燃料費」とは、市内の給油所において給油するガソリン又は軽油の購入に要

する費用をいう。 

第２節 福祉タクシー利用料金助成事業 

（タクシー運賃の一部について助成を受けることができる者） 
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第122条 この節の規定に基づいてタクシー運賃の一部について助成を受けることができる者は、市

内に住所を有する在宅の障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則別

表第５号の身体障害者障害程度等級表に規定する１級若しくは２級であるもの又は下肢障害若

しくは体幹機能障害を含む障害の級別が同表に規定する３級であるもの 

(２) 療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が埼玉県の定める療育手帳（みどりの

手帳）制度事務取扱要領に定める 又はＡであるもの 

（助成の方法） 

第123条 市は、前条に規定する障害者等が福祉タクシーを利用したときは、その運賃の一部につい

て助成するものとする。 

２ 前項の規定による助成は、利用券を交付することにより、これを行う。 

３ 利用券の使用により助成を受けることとなる額は、当該利用券１枚につき、タクシーの小型車

又は中型車の初乗り運賃（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下この項において同じ。）

に相当する額（寝台車その他の大型車を利用した場合にあっては、中型車の初乗り運賃に相当す

る額）とする。 

４ 利用券の使用は、１回の乗車につき１枚限りとする。 

（利用の登録） 

第124条 利用券の交付を受けようとする者は、あらかじめ、市長による登録を受けなければならな

い。 

２ 前項の登録を受けようとする者は、上尾市福祉タクシー利用登録申請書（第51号様式）により、

市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書は、自己の保持する身体障害者

手帳又は療育手帳を提示しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が第122条に規

定するタクシー運賃の一部について助成を受けることができる者に該当すると認めるときは、当

該申請者を登録するものとする。 

４ 前項の規定による登録は、当該申請に係る利用登録申請書に登録番号を付し、これをもって登

録簿とすることにより行う。 

５ 第３項の規定による登録の有効期間は、第２項の規定による申請の日から第122条に規定する対

象者の要件を欠くこととなる日までとする。 

（利用券の交付） 
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第125条 市長は、前条第３項の規定による登録を受けた者に対し、当該年度分として、１月当たり

３枚の利用券を交付する。 

２ 利用券の有効期限は、当該利用券を交付した日の属する年度の末日とする。 

３ 交付された利用券は、汚損又は破損による交換以外には、再交付しない。 

（福祉タクシーの利用の方法） 

第126条 利用券の交付を受けた者は、福祉タクシーを利用した場合において、その運賃の一部につ

き助成を受けようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、利用券を提出するとともに、

身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。 

（利用券の譲渡等の禁止） 

第127条 利用券の交付を受けた者は、当該利用券を他人に譲渡し、又はこれを不正に使用してはな

らない。 

（届出義務） 

第128条 利用券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、上尾市福祉タクシー

利用登録申請事項変更（喪失）届（第53号様式）により、速やかに市長に届け出なければならな

い。 

(１) 第122条に規定するタクシー運賃の一部について助成を受けることができる者に該当しな

くなったとき。 

(２) その他当該利用の登録に係る申請事項に変更が生じたとき。 

（利用券の返還等） 

第129条 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から、

交付を受けた利用券を返還させるとともに、既に使用した利用券の合計額に相当する額の全部又

は一部を市に返納させることができる。 

(１) 第127条の規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき。 

第３節 自動車燃料費助成事業 

（受給資格） 

第129条の２ この節の規定に基づいて自家用自動車の運行に要する燃料費について助成を受ける

ことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 市内に住所を有する在宅の障害児（燃料費について助成を受けようとする年度において18

歳に達した日以後の最初の３月31日までの間にある者を含む。以下この節において同じ。）で、
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次のア又はイに該当するものの保護者 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則別

表第５号の身体障害者障害程度等級表に規定する１級若しくは２級であるもの又は下肢障害

若しくは体幹機能障害を含む障害の級別が同表に規定する３級であるもの 

イ 療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が埼玉県の定める療育手帳（みどりの

手帳）制度事務取扱要領に定める 又はＡであるもの 

(２) 市内に住所を有する在宅の障害者（燃料費について助成を受けようとする年度の末日まで

に18歳に達する者を除く。以下この節において同じ。）で、前号ア又はイに該当するもの 

（助成を受けることができる自家用自動車の要件） 

第129条の３ 燃料費に関し助成を受けることができる自家用自動車は、障害児の保護者若しくは障

害者又は障害者等と生計を一にする者が所有するものでなければならない。 

（助成を行う期間） 

第129条の４ 燃料費に対して助成を行う期間は、次条第２項の規定による申請の日から、受給資格

が消滅する日までの期間とする。 

（受給資格の認定） 

第129条の５ 燃料費について助成を受けようとする障害児の保護者又は障害者は、第129条の２第

１項の規定による受給資格を有していることについて、あらかじめ認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定を受けようとする障害児の保護者又は障害者は、上尾市自動車燃料費助成金受給資

格認定申請書（第53号様式の２）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 障害者等の所持する身体障害者手帳又は療育手帳の写し 

(２) 自家用自動車の自動車検査証の写し 

(３) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を第129条の２各項の規定に照らして

審査の上、受給資格の認定の可否を決定し、その結果を上尾市自動車燃料費助成金受給資格認定

（不認定）通知書（第53号様式の３）により、当該申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により受給資格の認定をしたときは、当該認定に係る上尾市自動車燃料費

助成金受給資格認定申請書に認定番号を付するものとする。 

（助成の額の申請） 

第129条の６ 前条第３項の規定により受給資格の認定を受けた者（以下この条、次条及び第129条

の８において「受給資格者」という。）は、第４項又は第６項の規定による助成の額の支給を市
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に申請することができる。 

２ 前項の規定による申請は、年度ごとに、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号

に定める月の初日から末日までの間に、上尾市自動車燃料費助成金支給申請書（第53号様式の４）

に当該助成を受けようとする期間に支払った燃料費の領収書を添えて行うものとする。この場合

において、当該申請を行う者は、自家用自動車の自動車検査証を提示しなければならない。 

(１) 第129条の２第１号に該当する受給資格者 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該

ア又はイに定める月 

ア ４月から９月までの間（第４項において「上半期」という。）に支払った燃料費に対して

助成を受けようとする場合 ９月 

イ 10月から翌年の３月までの間（第４項において「下半期」という。）に支払った燃料費に

対して助成を受けようとする場合 ３月 

(２) 第129条の２第２号に該当する受給資格者 燃料費について助成を受けようとする年度の

３月 

３ 前項の領収書は、次に掲げる事項が記載されているものでなければならない。 

(１) 領収書を発行した者の社名又は店名 

(２) 領収年月日 

(３) 燃料の種類及び数量 

(４) 支払金額 

４ 市は、第２項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、上尾市自動車燃料費助成

金支給（不支給）決定通知書（第53号様式の５）により申請者に通知するとともに、次の各号に

掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。 

(１) 第129条の２第１号に該当する障害児の保護者 次のア又はイに定める額 

ア 上半期に支払った燃料費に対する助成の額の支給の申請である場合 当該年度において１

月当たり1,000円を超えない額 

イ 下半期に支払った燃料費に対する助成の額の支給の申請である場合 当該年度において１

月当たり1,000円を超えない額から上半期の助成金支給額を差し引いた額 

(２) 第129条の２第２号に規定する障害者 当該年度において１月当たり500円を超えない額 

（届出義務） 

第129条の７ 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は受給資格が消滅したときは、

上尾市自動車燃料費助成金受給資格認定事項変更（受給資格喪失）届（第53号様式の６）により、
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速やかに市長に届け出なければならない。 

(１) 障害児又は受給資格者の氏名又は住所を変更したとき。 

(２) 使用する自家用自動車を変更したとき。 

(３) 使用する自家用自動車の所有者又は使用者を変更したとき。 

(４) その他受給資格の認定に係る申請事項に変更が生じたとき。 

（助成に要した費用の返還） 

第129条の８ 市長は、受給資格者が偽りその他不正の手段により自家用自動車の運行に要する燃料

費について助成を受けたと認めるときは、その者から、当該助成に要した費用の額の全部又は一

部を市に返還させることができる。 

第11章 成年後見制度利用支援事業 

（目的） 

第130条 法第77条第１項第４号の規定による成年後見制度利用支援事業（第132条において単に「成

年後見制度利用支援事業」という。）は、障害福祉サービス（法第５条第１項に規定する障害福

祉サービスをいう。第132条第１号において同じ。）の利用等の観点から、成年後見制度の利用が

有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、

これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。 

（支援の内容） 

第131条 前条に規定する成年後見制度の利用の支援は、次に掲げる費用の全部又は一部に対する助

成とする。 

(１) 民法（明治29年法律第89号）第７条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保

佐開始の審判又は同法第15条第１項に規定する補助開始の審判（次条第２号において「後見開

始等の審判」という。）の請求に要する費用（当該請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便

切手代、診断書料、鑑定料等をいう。） 

(２) 成年後見人、保佐人又は補助人の業務に対する報酬 

（成年後見制度利用支援事業を利用することができる者） 

第132条 成年後見制度利用支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

(１) 障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精

神障害者 

(２) 知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の２の
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規定に基づき、市長が、後見開始等の審判の請求を行うことが必要と認める者 

(３) 前条各号に掲げる費用の一部について、同条の規定による助成を受けなければ成年後見制

度の利用が困難であると認められる者 

２ 成年後見制度利用支援事業を利用することができる者に対する助成の手続その他必要な事項は、

別に市長が定める。 

第12章 更生訓練費給付事業 

（目的） 

第133条 法第77条第３項の規定に基づき行う更生訓練費の給付は、法第19条第１項に規定する支給

決定を受けた者（次条第１号及び第２号において「支給決定者」という。）のうち自立訓練（法

第５条第12項に規定する自立訓練をいう。次条第１号において同じ。）又は就労移行支援（法第

５条第13項に規定する就労移行支援をいう。以下この章及び次章において同じ。）を利用してい

る者及び法附則第41条第１項に規定する身体障害者更生援護施設（同項の身体障害者療護施設及

び国立施設を除く。以下この章において「施設」という。）に入所し、又は通所している者に、

更生訓練費を支給し、もって障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。 

（更生訓練費の支給を受けることができる者） 

第134条 更生訓練費の支給を受けることができる者（以下この章において「支給対象者」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する者で生活保護法の適用を受ける被保護世帯及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律による支援給付受給世帯に属するものとする。 

(１) 支給決定者のうち、自立訓練又は就労移行支援を利用している者 

(２) 身体障害者福祉法第18条第２項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生

訓練を受けている者 

（支給額） 

第135条 更生訓練費の支給月額は、別表第４に定める月額とする。 

（給付の方法） 

第136条 福祉事務所長は、支給対象者からの申請に基づき、毎月１回、既に訓練を終わった前月分

の更生訓練費について支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支給対象者が更生訓練を受けている当該施設の長が、当該支給対象

者に係る更生訓練費を当該支給対象者に代わって受領することにつき当該支給対象者から委任を

受けた場合は、福祉事務所長は、当該施設の長からの請求により、当該支給対象者に対して支給
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されるべき額の限度において、当該施設の長に更生訓練費を支払うことができる。 

３ 前項の規定による支払があったときは、当該支給対象者に対し更生訓練費の支給があったもの

とみなす。 

（支給等の手続） 

第137条 前条第１項の規定に基づき支給対象者が更生訓練費の支給を受けようとするときは、毎月、

既に訓練を終わった前月分について、翌月の10日までに上尾市更生訓練費支給申請書（第54号様

式）に当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を添付して、福祉事務所長に申請

しなければならない。 

２ 前条第２項の規定に基づき同項の委任を受けた当該施設の長が更生訓練費の支払を受けようと

するときは、上尾市更生訓練費支給請求書（第55号様式）に、支給対象者が当該訓練を受けた日

数等についての当該施設の長の証明を付して、福祉事務所長に請求しなければならない。 

３ 福祉事務所長は、第１項の規定による申請又は前項の規定による請求があったときは、当該申

請者又は当該申請に係る更生訓練費の受領につき委任をした者が、支給対象者であることその他

必要事項を確認し、更生訓練費の支給を決定したときは、当該支給対象者又はその委任を受けた

当該施設の長に対し、速やかに更生訓練費を支給し、又は支払うものとする。 

第13章 施設入所者就職支度金給付事業 

（目的） 

第138条 法第77条第３項の規定に基づき行う施設入所者就職支度金給付事業は、法附則第41条第１

項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する身体障害

者更生援護施設（同項の身体障害者療護施設及び国立施設を除く。次条第２号において単に「身

体障害者更生援護施設」という。）に入所し、若しくは通所している者等が、訓練を終了し、又

は就労移行支援若しくは就労継続支援（法第５条第14項に規定する就労継続支援をいう。次条第

１号において同じ。）を利用して、就職又は自営により自立しようとする場合に、その者に対し

就職支度金を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。 

（就職支度金の支給を受けることができる者） 

第139条 就職支度金の支給を受けることができる者（第141条第４項及び附則第５条において「支

給対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 法第19条第１項の規定により同項に規定する支給決定を受けた者のうち、就労移行支援又

は就労継続支援の利用を終了し、かつ、就職又は自営により自立しようとするもの 

(２) 法附則第21条第１項の規定により同項の介護給付費の支給を受けている者のうち、身体障
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害者更生援護施設において更生訓練を終了し、かつ、就職又は自営により自立しようとするも

の 

(３) 身体障害者福祉法第18条第２項に規定する障害者支援施設等に入所させ、又は同項に規定

する障害者支援施設等若しくは指定医療機関に入所を委託した者のうち、更生訓練を終了し、

かつ、就職又は自営により自立しようとするもの 

（就職支度金の支給額） 

第140条 就職支度金の支給額は２万円を限度とし、その支給は１回限りとする。 

（就職支度金の支給の手続） 

第141条 就職支度金の支給を受けようとする者は、上尾市施設入所者就職支度金支給申請書（第56

号様式）に、受給に関する証明書（就職の場合は雇用先の採用証明書又は雇用契約書、自営の場

合は事業計画書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第15条第１項の規定による労働条件が明

示された書面とする。）及び就職支度の内容がわかる領収書の写しを添付して、当該施設を経由

の上、福祉事務所長に申請しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を確認の上、就職支

度金の支給の可否を決定するものとする。 

３ 前項の場合において、福祉事務所長は、就職支度金を支給する旨の決定をしたときは、当該申

請者に対し、その施設を退所する月又は雇用が開始される月に就職支度金を支給するものとする。 

４ 支給対象者は、第１項の規定による就職支度金の支給申請の手続及び前項の規定による就職支

度金の受領に係る権限を当該支給対象者が入所し、又は通所している施設の長に委任することが

できる。この場合において、当該施設の長は、あらかじめ、支給対象者から当該権限の委任に関

し、委任状を徴しておかなければならない。 

第14章 知的障害者職親委託事業 

（目的） 

第142条 法第77条第３項の規定に基づき行う知的障害者職親委託事業は、知的障害者の自立更生を

図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うことにより、当

該知的障害者の就職に必要な素地を与えるとともに、雇用の促進及び職場における定着性を高め、

もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第143条 この章において「職親」とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人

であって、知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するも
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ののうち、福祉事務所長が適当と認めた者をいう。 

（職親への委託の対象となる者） 

第144条 職親への委託の対象となる者は、市内に住所を有する知的障害者（療育手帳の交付を受け

ている者に限る。）で、知的障害者更生相談所による知的障害者福祉法第16条第２項の判定の結

果、職親に委託することが適当であるとされたものとする。 

２ 第37条第２項及び第３項の規定は、職親への委託について準用する。この場合において、第37

条第２項中「前項」とあるのは「第144条第１項」と、「同項各号のいずれかに該当する者」とあ

るのは「同項の判定の結果、職親に委託することが適当であると認められた知的障害者」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。 

（職親の選定） 

第145条 福祉事務所長は、前条第１項の判定の結果、職親に委託することが適当であると認められ

た知的障害者について、登録された職親から、職種等について考慮の上、当該知的障害者に適合

する職親を選定するものとする。 

第15章 発達支援専門員巡回事業 

（目的） 

第146条 法第77条第３項の規定に基づき行う発達支援専門員巡回事業は、発達障害（発達障害者支

援法（平成16年法律第167号）第２条第１項に規定する発達障害をいう。）及び知的障害（以下「発

達障害等」という。）に関する知識を有する専門員（以下「専門員」という。）が幼稚園、保育

所、子育て支援拠点施設その他市長が必要と認める施設（以下「幼稚園等」という。）を巡回す

ることにより、早期の段階から発達障害児（同条第２項に規定する発達障害児をいう。）、知的

障害のある児童等（以下「発達障害児等」という。）の支援を行うための体制の整備を図り、も

って発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。 

２ 前項に規定する発達支援専門員巡回事業とは、専門員が幼稚園等を巡回して、発達障害児等の

支援を実施する事業をいう。 

（発達支援専門員巡回事業の内容） 

第147条 発達支援専門員巡回事業においては、発達障害児等の支援を担当する職員及び発達障害児

等の保護者に対し、専門員が幼稚園等を巡回し、発達障害等の早期発見及び早期対応のための助

言等の支援を実施するものとする。 

２ 前項の規定による支援を実施する専門員は、発達障害等に関する知識及び相当の経験を有する

児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等であって、集団生活への適応の
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ため専門的な支援の技術を有するものとする。 

（事業の実施方法） 

第148条 本市における発達支援専門員巡回事業は、社会福祉法人その他の団体で当該業務を適切に

運営することができると市長が認めるものに委託して実施することができる。 

（報告） 

第149条 前条の規定により発達支援専門員巡回事業を委託して実施した場合において、当該事業の

委託を受けたものは、当該業務が終了したときは、その内容その他必要な事項を発達支援専門員

巡回事業実施結果票（第57号様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

第16章 地域生活支援拠点等整備事業 

第１節 通則 

（目的等） 

第150条 法第77条第３項の規定に基づき行う地域生活支援拠点等整備事業（以下この章において単

に「地域生活支援拠点等整備事業」という。）は、障害者等が地域で安心して暮らすための支援

体制を整備することにより、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への

移行や定着を支援することを目的とする。 

２ 地域生活支援拠点等整備事業として、市は、緊急時相談支援事業及び緊急時居室確保事業を行

う。 

（地域生活支援拠点等整備事業に係るサービスを利用することができる者） 

第151条 地域生活支援拠点等整備事業に係るサービスを利用することができる者は、市内に住所を

有し、かつ、緊急時に支援が必要となるおそれがあると市長が認める者とする。 

第２節 緊急時相談支援事業 

（緊急時相談支援事業の内容） 

第152条 緊急時相談支援事業においては、次に掲げる日以外の日の夜間（午後５時から午後９時ま

でをいう。）における障害者等からの相談に応じるとともに、障害の特性に起因して生じた緊急

の事態等に必要な支援を行うものとする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（事業の実施方法） 

第153条 本市における緊急時相談支援事業は、第13条第１項に規定する登録事業者に委託して、こ
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れを実施するものとする。 

（サービスの利用の申込み） 

第154条 障害者等は、緊急時相談支援事業に係るサービス（次条及び第156条第１項において単に

「サービス」という。）を受けようとするときは、前条の規定により緊急時相談支援事業を行う

者として委託された者（以下この節において「受託事業者」という。）の定めるところに従い、

直接受託事業者に対し、利用の申込みをしなければならない。 

（利用に係る料金） 

第155条 受託事業者は、そのサービスの提供に当たり、当該サービスを受ける者から利用に係る料

金を徴収してはならない。 

（受託事業者の遵守事項） 

第156条 受託事業者は、サービスを利用する障害者等に対し適切なサービスを提供できるよう、当

該受託事業者の設ける事業所ごとに、緊急時相談支援事業に従事する職員に係る勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、受託事業者の遵守事項については、第13条第２項から第10項までの

規定を準用する。 

（業務報告の徴取等に関する規定の準用） 

第157条 第15条及び第16条の規定は、受託事業者について準用する。この場合において、第16条第

１項中「第13条各項」とあるのは、「第156条各項」と読み替えるものとする。 

第３節 緊急時居室確保事業 

（緊急時居室確保事業の内容） 

第158条 緊急時相談支援事業においては、緊急時に障害者等を受け入れ、短期入所（法第５条第８

項に規定する短期入所をいう。以下この項、次条及び第163条において同じ。）を提供するための

居室を確保し、必要に応じ短期入所を提供するものとする。 

２ 前項の「緊急時」とは、障害者等の介護等を行う者が疾病等やむを得ない事由によって不在と

なることによって、障害者等だけでは生活を維持できず、当該事由が生じた日又は翌日に支援が

必要となる場合をいう。 

（事業の実施方法） 

第159条 本市における緊急時居室確保事業は、短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者（法第

29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。）で当該事業を適切に運営すること

ができると市長が認めるものに委託して、これを実施するものとする。 
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（サービスの利用の申込み） 

第160条 障害者等は、緊急時居室確保事業に係るサービス（次条第１項において単に「サービス」

という。）を受けようとするときは、前条の規定により緊急時居室確保事業を行う者として委託

された者（以下この節において「受託事業者」という。）の定めるところに従い、直接受託事業

者に対し、利用の申込みをしなければならない。 

（受託事業者の遵守事項） 

第161条 受託事業者は、サービスを利用する障害者等に対し適切なサービスを提供できるよう、当

該受託事業者の設ける事業所ごとに、緊急時居室確保事業に従事する職員に係る勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、受託事業者の遵守事項については、第13条第２項から第10項までの

規定を準用する。 

（業務報告の徴取等に関する規定の準用） 

第162条 第15条及び第16条の規定は、受託事業者について準用する。この場合において、第16条第

１項中「第13条各項」とあるのは、「第161条各項」と読み替えるものとする。 

（経費の請求） 

第163条 受託事業者は、緊急時居室確保事業の実施に関し、緊急時に障害者等を受け入れ、短期入

所を提供するために確保した居室において、短期入所の提供が行われなかった日数に応じ、当該

居室の確保に関し市が負担すべき額の支払を市に対し請求することができる。 

第17章 雑則 

（その他） 

第164条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、次条に規定

するものを除き、市長が別に定める。 

（委任） 

第165条 第12章から第14章に定めるもののほか、更生訓練費給付事業、施設入所者就職支度金給付

事業及び知的障害者職親委託事業の実施に関し必要な事項は、これらの事業に係る事務の執行に

関し市長から委任を受けた福祉事務所長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規則は、公布の日から施行する。 

（上尾市訪問入浴サービス事業実施規則及び上尾市手話通訳者派遣事業実施規則の廃止） 
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第２条 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 上尾市訪問入浴サービス事業実施規則（平成12年上尾市規則第28号） 

(２) 上尾市手話通訳者派遣事業実施規則（平成12年上尾市規則第62号） 

（上尾市訪問入浴サービス事業実施規則及び上尾市手話通訳者派遣事業実施規則の廃止に伴う経

過措置） 

第３条 この規則の施行前に前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる規則（以下この条におい

て「旧規則」という。）の規定により市長がした処分又は通知その他の行為は、この規則の施行

後は、第６章又は第３章第２節の相当規定に基づいて、市長がした処分又は通知その他の行為と

みなす。 

２ この規則の施行の際現に旧規則の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、こ

の規則の施行後は、第６章又は第３章第２節の相当規定に基づいて、市長に対してされた申請そ

の他の行為とみなす。 

３ この規則の施行の際前条第２号の規定による廃止前の上尾市手話通訳者派遣事業実施規則の規

定により交付された上尾市登録手話通訳者認定証及び上尾市登録手話通訳者証で現に効力を有す

るものは、第３章第２節の相当する規定により交付された上尾市登録手話通訳者認定証及び上尾

市登録手話通訳者証とみなす。 

４ この規則の施行の際現にある旧規則の様式により使用されている申請書、通知書その他の書類

は、この規則の様式によるものとみなす。 

５ この規則の施行の際現にある旧規則の様式により調製した申請書、通知書その他の用紙は、こ

の規則の施行後においても、当分の間、これを使用することができる。 

（更生訓練費の支給対象者に関する経過措置） 

第４条 この規則の施行の際現に更生訓練費の支給を受けている者については、当分の間、第134

条の規定にかかわらず、同条に規定する支給対象者とみなして、第137条第１項の規定による申請

に基づき更生訓練費を支給し、又は同条第２項の規定による請求に基づき更生訓練費を支払うも

のとする。 

（就職支度金の支給額に関する経過措置） 

第５条 平成20年３月31日までに支給対象者となった者が同日までに第141条第１項の規定による

就職支度金の支給の申請を行った場合（同条第４項の規定により、当該支給対象者が、同条第１

項の規定による就職支度金の支給申請の手続をその入所し、又は通所している施設の長に委任し

て行った場合を含む。）における第140条の規定の適用については、同条中「２万円」とあるのは、
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「３万6,000円」とする。 

（決定、手続その他の行為に係る経過措置） 

第６条 この規則の施行前に市長がその定める要綱の規定によりした障害者相談支援事業、要約筆

記者派遣事業、地域活動支援センター事業、福祉機器リサイクル事業、障害者自動車運転免許取

得費助成事業、身体障害者用自動車改造費助成事業及び福祉タクシー事業に関する決定、手続そ

の他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ第２章、第３章第３節、第５章及び第７章から第

10章までの相当規定に基づいて、市長がした決定、手続その他の行為とみなす。 

２ この規則の施行前に市長がその定める要綱の規定によりした身体障害者（児）日常生活用具（補

助具）給付事業に関する決定、手続その他の行為は、この規則の施行後は、第４章中にこれに相

当する規定がある場合においては、当該相当する規定に基づいて、市長がした決定、手続その他

の行為とみなす。 

３ この規則の施行前に福祉事務所長がその定める要綱の規定によりした点字図書給付事業に関す

る決定、手続その他の行為は、この規則の施行後は、第４章の相当規定に基づいて、市長がした

決定、手続その他の行為とみなす。 

４ この規則の施行前に市長がした移動支援事業及び日中一時支援事業に関する決定、手続その他

の行為は、この規則の施行後は、第５章の相当規定に基づいて、市長がした決定、手続その他の

行為とみなす。 

５ この規則の施行前に福祉事務所長がした身体障害者更生訓練費給付事業、施設入所者就職支度

金給付事業及び知的障害者職親委託事業に関する決定、手続その他の行為は、この規則の施行後

は、それぞれ第12章から第14章までの相当規定に基づいて、福祉事務所長がした決定、手続その

他の行為とみなす。 

６ この規則の施行の際現に市長又は福祉事務所長に対してされている申請、届出その他の行為は、

この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて、市長又は福祉事務所長に対してされた申

請、届出その他の行為とみなす。 

７ この規則の施行の際市長により交付された上尾市地域生活支援事業サービス受給者証及び上尾

市福祉タクシー利用券で現に効力を有するものは、第５章第３節又は第10章の相当する規定によ

り交付された上尾市特定地域生活支援事業サービス受給者証及び上尾市福祉タクシー利用券とみ

なす。 

８ この規則の施行の際第２章から第14章まで（第３章第２節、第６章、第11章及び第14章を除く。）

に規定する事業と同一の事業において使用されている申請書、通知書その他の書類は、この規則
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の様式中に当該書類の用紙の様式に相当する様式があるときは、この規則の様式によるものとみ

なす。 

９ この規則の施行の際現にある前項に規定する申請書、通知書その他の書類の用紙（この規則の

様式中に当該用紙の様式に相当する様式があるものに限る。）については、この規則の施行後に

おいても、当分の間、これを使用することができる。 

（地域活動支援センター事業に係る利用料の額に関する特例） 

第６条の２ 本市の障害者支援計画（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項に規定す

る障害者のための施策に関する基本的な計画並びに法第88条第１項に規定する障害福祉サービス、

相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を総称したものをいう。）に定め

られた事業を円滑に実施するため特に必要があると市長が認める場合における地域活動支援セン

ター事業に係るサービスを利用するときの当該利用１回当たりの利用料の額は、第83条第５項の

規定にかかわらず、次の表の規定により算出した基準額（提供したサービスの内容に応じ、同表

備考各号の規定に基づき加算すべき額のある場合は、当該基準額に当該加算額を加えた額）に100

分の10を乗じて得た額とする。 

所要時間による区分 基準額（１回当たり） 

利用者に対して地域活動支援センター事業に係

るサービスを提供するのに要した時間（送迎に

要した時間を除く。以下この表において「所要

時間」という。）が５時間未満である場合 

5,430円 

所要時間が５時間以上である場合 8,670円 

備考 

１ 入浴サービスを利用した場合は、１回につき400円を加算するものとする。 

２ 送迎サービスを利用した場合は、片道１回につき540円を加算するものとする。 

２ 前項の規定を適用する場合における第85条第１項の規定の適用については、同項中「第83条第

３項及び第５項」とあるのは、「附則第６条の２第１項」とする。 

（地域活動支援センター事業に係る経費の負担額に関する特例） 

第６条の３ 前条第１項の規定を適用する場合において、市は、第86条第３項の規定にかかわらず、

同項に規定する登録事業者からの請求に対し、次項に規定する額を支払うものとする。 

２ 前項の規定を適用する場合において、市の支払う額は、地域活動支援センター事業に係るサー
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ビスを利用する者１人につきその利用１回当たり、前条第１項の表の規定により算出した基準額

（生活保護法の適用を受ける被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は当該年

度分の市町村民税が非課税である世帯に属する利用者が食事サービスを利用した場合は、当該基

準額に420円を加えた額）から、当該利用者に係る前条第１項及び同条第２項の規定により読み替

えて適用する第85条第１項の規定により算定される利用１回当たりの利用料の額を差し引いて得

た額とする。 

（上尾市身体障害者福祉センター管理規則の一部改正） 

第７条 上尾市身体障害者福祉センター管理規則（昭和63年上尾市規則第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

（次のよう略） 

（上尾市知的障害者福祉法施行細則の一部改正） 

第８条 上尾市知的障害者福祉法施行細則（平成元年上尾市規則第18号）の一部を次のように改正

する。 

（次のよう略） 

（法人に対する手話通訳者派遣事業実施規則の一部改正） 

第９条 法人に対する手話通訳者派遣事業実施規則（平成12年上尾市規則第29号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成21年規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の上尾市障害者地域生活支援事業実施規則第８章の規定は、この規則の施行の日以後に

する同規則第113条第１項の規定による申請について適用し、同日前にした同項の規定による申請

については、なお従前の例による。 

附 則（平成21年規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第71条第２項第１号の規定は、平成21年２月１日以

後にあった第72条第１項の規定による上尾市日中一時支援事業に関する事業者登録の申請について

の同条第２項の規定による審査について適用する。 
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附 則（平成22年規則第34号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第30条の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係る

要約筆記者の派遣について適用し、施行日前の申請に係る要約筆記者の派遣については、なお従

前の例による。 

附 則（平成22年規則第35号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（更生訓練費の支給に関する経過措置） 

２ 改正後の第134条の規定は、平成22年４月以降の月分の更生訓練費の支給又は支払について適用

し、同年３月以前の月分の更生訓練費の支給又は支払については、なお従前の例による。 

３ 平成22年３月分の更生訓練費が支給され、又はその者に係る更生訓練費の受領の委任を受けた

施設の長に当該更生訓練費が支払われる者については、改正前の第134条に規定する支給対象者に

該当する間は、改正後の第134条に規定する支給対象者とみなして、更生訓練費の支給を受けるこ

とができる。 

（第55号様式に関する経過措置） 

４ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第55号様式による上尾市更生訓練費支給

申請書は、この規則による改正後の第55号様式によるものとみなす。 

５ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の第55号様式による上尾市更生訓練費支給

申請書の用紙については、この規則の施行後においても当分の間、これを使用することができる。 

附 則（平成23年規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年規則第36号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年７月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 改正後の上尾市障害者地域生活支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の上尾市

障害者地域生活支援事業実施規則第４条第１項第４号に規定する障害者等日常生活用具支給事業、

同項第８号に規定する障害者訪問入浴サービス事業及び第75条第１項に規定する特定地域生活支

援事業（以下この項において「障害者等日常生活用具支給事業等」という。）の利用について適

用し、同日前の障害者等日常生活用具支給事業等の利用については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年規則第１号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年規則第23号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関

係法律の整備に関する法律（平成24年法律第51号）の施行の日（平成25年４月１日）から施行す

る。 

附 則（平成25年規則第31号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上尾市障害者地域生活支援事業実施規則の規定は、

平成25年４月１日から適用する。 

附 則（平成26年規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年規則第52号） 

この規則は、平成27年１月１日から施行する。 

附 則（平成27年規則第36号） 

この規則は、平成27年７月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第28号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第37号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月29日規則第21号） 



65/172 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月30日規則第28号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月10日規則第12号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第６条の２の次に１条を加える改

正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の上尾市障害者地域生活支援事業実施規則附則第６条の３の規定は、令

和２年２月１日から適用する。 

附 則（令和２年３月31日規則第44号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の上尾市障害者地域生活支援事業実施規則の規定は、令和元年10月１日

以後の移動支援事業（同規則第49条に規定する移動支援事業をいう。以下同じ。）の利用から適

用し、同日前の移動支援事業の利用については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年４月13日規則第52号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第151条を第165条とし、第150条を第164条とし、

第16章を第17章とし、第15章の次に１章を加える改正規定は、令和２年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年12月14日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規則第38号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第37条、第38条、第40条、第42条、第45条関係） 

種目 品目 品目ごとに定める給付

等対象者 

性能 耐用年数 基準額（円） 

介護・訓

練支援用

具 

特殊寝台 下肢又は体幹機能障

害２級以上の障害者

（在宅の者に限る。）

腕、脚等の訓練の

できる器具を付帯

し、原則として使用

８ 154,000 
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及び寝たきりの状態に

ある難病患者 

者の頭部及び脚部の

傾斜角度を個別に調

整できる機能を有す

るもの 

特殊マット 下肢又は体幹機能障

害１級の障害者、下肢

又は体幹機能障害２級

以上の障害児及び重度

又は最重度の知的障害

者（児）（在宅で、常

時介護を必要とする者

に限る。原則として３

歳以上）並びに寝たき

りの状態にある難病患

者 

褥(じょく)そうの

防止し、又は失禁等

による汚染若しくは

損耗を防止すること

ができる機能を有す

るもの 

５ 19,600 

特殊尿器 下肢又は体幹機能障

害１級の障害者（児）

（在宅で、常時介護を

要する者に限る。原則

として学齢児以上）及

び自力で排尿すること

ができない難病患者 

尿が自動的に吸引

されるもので、障害

者（児）、難病患者

又は介護者が容易に

使用し得るもの 

５ 67,000 

入浴担架 下肢又は体幹機能障

害２級以上の障害者

（児）（在宅で、入浴

介助を要する者に限

る。原則として３歳以

上） 

障害者（児）を担

架に乗せたままリフ

ト装置により入浴さ

せるもの 

５ 82,400 

体位変換器 下肢又は体幹機能障 介助者が障害者 ５ 15,000 
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害２級以上の障害者

（児）（在宅で、着脱

衣等に関し介助を要す

る者（児）に限る。原

則として学齢児以上）

及び寝たきりの状態に

ある難病患者 

（児）又は難病患者

の体位を変換させる

のに容易に使用し得

るもの 

移動用リフト 下肢又は体幹機能障

害２級以上の障害者

（児）（在宅の者（児）

に限る。原則として３

歳以上）及び下肢又は

体幹機能に障害のある

難病患者 

介助者が障害者

（児）又は難病患者

を移動させるに当た

り容易に使用し得る

もの（ただし、住宅

改修を伴うものを除

く。） 

４ 159,000 

訓練椅子 下肢又は体幹機能障

害２級以上の障害児

（在宅の者に限る。原

則として３歳以上） 

原則として付属の

テーブルをつけるも

のとする。 

５ 33,100 

訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障

害２級以上の障害児

（在宅の者に限る。原

則として学齢児以上）

及び下肢又は体幹機能

に障害のある難病患者

（原則として18歳以

上） 

腕又は脚の訓練が

できる器具を備えた

もの 

８ 159,200 

自立生活

支援用具 

入浴補助用具 下肢又は体幹機能障

害者（児）であって、

入浴に介助を必要とす

入浴時の移動、座

位の保持、浴槽への

入水等を補助でき、

８ 90,000 
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るもの（在宅の者（児）

に限る。原則として３

歳以上）及び入浴に介

助を要する難病患者 

障害者（児）、難病

患者又は介助者が容

易に使用し得るもの

（ただし、設置に当

たり住宅改修を伴う

ものを除く。） 

頭部保護帽 平衡機能又は下肢若

しくは体幹機能障害で

転倒の危険がある身体

障害者（児）、てんか

んの発作等により頻繁

に転倒する知的障害者

（児）及び精神障害者

（児）並びに発作等に

より頻繁に転倒するお

それのある難病患者

（原則として18歳未

満） 

転倒の際に頭部を

保護できる性能を有

するもの 

Ａ スポンジ、革が

主材料のもの 

Ｂ スポンジ、革、

プラスチックが主

材料のもの 

右記の価格は、オー

ダーメイドの製品に

適用する。 

レディメイドについ

ては、右記の額の

80％の範囲内の額と

する。 

３ Ａ 15,656 

Ｂ 37,852 

Ｔ字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若

しくは体幹機能に障害

を有する障害者（児） 

歩行時に身体を支

えるために必要な強

度を備えたもの 

Ａ：軽金属製 

Ｂ：木製 

３ Ａ 3,150 

Ｂ 2,310 

移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若

しくは体幹機能に障害

を有し、家庭内の移動

次のような性能を

有する手すり、スロ

ープ等であること。

８ 60,000 
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等において介助を必要

とする障害者（児）（在

宅の者（児）に限る。

原則として３歳以上）

及び下肢機能に障害の

ある難病患者 

（ただし、歩行器及

び設置に当たり住宅

改修を伴うものを除

く。） 

ア 障害者（児）及

び難病患者の身体

機能の状態を十分

踏まえたものであ

って、必要な強度

と安定性を有する

もの 

イ 転倒予防、立ち

上がり動作の補

助、移乗動作の補

助、段差解消等の

用具とする。 

特殊便器 上肢機能に障害を有

する障害等級２級以上

の身体障害者（児）又

は重度若しくは最重度

の知的障害者（児）で、

自ら排便後の処理が困

難なもの（在宅の者

（児）に限る。原則と

して学齢児以上）及び

上肢機能に障害のある

難病患者 

足踏みペダルにて

温水温風を出し得る

もの及び障害者

（児）、難病患者又

は介護者が容易に使

用し得るもの（ただ

し、取替えに当たり

住宅改修を伴うもの

を除く。） 

８ 151,200 

火災警報器 次のいずれかに該当

する者であって、火災

室内の火災を煙又

は熱により感知し、

８ 15,500 
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発生の感知及び避難が

著しく困難な世帯（単

身世帯及びこれに準じ

る世帯） 

・身体障害者手帳２級

以上の障害者（児） 

・重度又は最重度の知

的障害者（児） 

・精神障害者保健福祉

手帳２級以上の障害

者（児） 

音又は光を発し、屋

外にも警報ブザーで

知らせ得るもの 

自動消火器 次のいずれかに該当

する者であって、火災

発生の感知及び避難が

著しく困難な世帯（単

身世帯及びこれに準じ

る世帯） 

・身体障害者手帳２級

以上の障害者（児） 

・重度又は最重度の知

的障害者（児） 

・精神障害者保健福祉

手帳２級以上の障害

者（児） 

・難病患者 

室内温度の異常上

昇又は炎の接触で自

動的に消火液を噴射

し、初期火災を消火

し得るもの 

８ 28,700 

電磁調理器 視覚障害２級以上の

障害者又は重度若しく

は最重度の知的障害者

で、18歳以上のもの（在

視覚障害者及び知

的障害者が容易に使

用し得るもの 

６ 41,000 
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宅の者に限る。） 

歩行時間延長信号

機用小型送信機 

視覚障害２級以上の

障害者又は原則として

学齢児以上の障害児 

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

もの 

10 7,000 

聴覚障害者用屋内

信号装置 

聴覚障害２級の障害

者（単身世帯及びこれ

に準ずる世帯） 

音、音声等を視覚、

触覚等により知覚で

きるもの 

10 87,400 

視覚障害者用誘導

装置 

視覚障害者（児）の

うち、音声による誘導

を必要とする者 

音声による目的物

（位置）等の確認が

可能となるもの 

10 56,000 

携帯用信号装置 聴覚障害者（児）の

うち、視覚又は触覚に

よらなければ呼出し等

に応じることができな

い者 

送信機と受信機を

１組とし、送信機に

よる合図（呼出し）

が触覚等により知覚

できるもので、携帯

可能なもの 

５ 18,000 

腰掛便座 下肢又は体幹機能障

害２級以上の障害者

（児）で、便座上で座

位を保てないもの（在

宅の者に限る。） 

椅子様の形状を

し、座位を保ったま

ま排便が可能なもの

で障害者が容易に使

用し得るもの（ただ

し、取替えに当たり

住宅改修を伴うもの

を除く。） 

８ 30,000 

車椅子用段差昇降

機 

平衡機能又は下肢若

しくは体幹機能に障害

を有し、常時車椅子を

使用する身体障害者

（児）（在宅の者（児）

車椅子に乗ったま

まの状態で昇降が可

能なもの 

８ 260,000 



72/172 

に限る。） 

便器 下肢又は体幹機能に

障害を有する障害者

（児）であって、排泄

に介助を必要とするも

の（在宅の者（児）に

限る。原則として３歳

以上）及び常時介護を

要する難病患者 

障害者（児）又は

難病患者が容易に使

用し得るもの（ただ

し、障害者（児）が

使用するものにあっ

ては、取替えに当た

り住宅改修を伴うも

のを除く。） 

８ 便器 

4,450 

手すり付便

器 

5,400 

在宅療養

等支援用

具 

透析液加温器 腎臓機能障害３級以

上で自己連続携行式腹

膜灌（かん）流法（Ｃ

ＡＰＤ）による透析療

法を行う障害者又は腎

臓機能障害３級以上の

障害児（原則として３

歳以上） 

透析液を加温し、

一定温度に保つもの 

５ 51,500 

ネブライザー 呼吸器機能障害４級

以上の障害者若しくは

障害児又は医師の意見

書により呼吸の障害の

程度が同程度であると

認められる身体障害者

手帳３級以上の障害者

若しくは障害児（原則

として学齢児以上）及

び呼吸機能に障害のあ

る難病患者 

障害者（児）、難

病患者又は介護者が

容易に使用し得るも

の 

５ 36,000 

電気式たん吸引器 呼吸器機能障害４級 障害者（児）、難 ５ 56,400 
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以上の障害者若しくは

障害児又は医師の意見

書により呼吸の障害の

程度が同程度であると

認められる身体障害者

手帳３級以上の障害者

若しくは障害児（原則

として学齢児以上）及

び呼吸機能に障害のあ

る難病患者 

病患者又は介護者が

容易に使用し得るも

の 

酸素ボンベ運搬車 医療保険における在

宅酸素療法を行う呼吸

器機能障害者 

障害者が容易に使

用し得るもの 

10 17,000 

視覚障害者用体温

計 

視覚障害２級以上の

障害者又は障害児（原

則として学齢児以上） 

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

もの 

５ 9,000 

視覚障害者用血圧

計 

視覚障害２級以上の

障害者又は障害児（原

則として学齢児以上） 

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

もの 

５ 9,500 

視覚障害者用体重

計 

視覚障害２級以上の

障害者 

視覚障害者が容易

に使用し得るもの 

５ 18,000 

動脈血中酸素飽和

度測定器（パルスオ

キシメーター） 

人工呼吸器の装着が

必要な難病患者 

呼吸状態を継続的

にモニタリングする

ことが可能な機能を

有し、難病患者又は

介護者が容易に使用

し得るもの 

５ 157,500 

クールベスト 体温調整が著しく難

しい難病患者（原則と

疾病の症状に合わ

せて体温調整のでき

５ 20,000 
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して18歳未満） るもの 

紫外線カットクリ

ーム 

紫外線に対する防御

機能が著しく欠け、が

んを発症し、又は神経

障害を起こすおそれの

ある難病患者（原則と

して18歳未満） 

紫外線をカットす

ることができるもの 

１ 37,800 

情報・意

思疎通支

援用具 

携帯用会話補助装

置 

音声機能若しくは言

語機能障害又は肢体不

自由であって、発声及

び発語に著しい障害を

有する障害者又は障害

児（原則として学齢児

以上） 

携帯式で、ことば

を音声又は文章に変

換する機能を有し、

障害者（児）が容易

に使用し得るもの 

５ 98,800 

情報・通信支援用具 視覚障害２級以上又

は上肢機能障害２級以

上の障害者（児）であ

って、情報機器（パー

ソナルコンピュータ）

の使用により社会参加

が見込まれるもの（学

齢児以上） 

情報機器を使用す

る際に必要となる、

周辺機器やソフト 

１視覚障害者用アプ

リケーションソフ

ト 

２画面拡大ソフト 

３画面音声化ソフト 

４インテリキー 

５ジョイスティック

等 

５ 100,000 

点字ディスプレイ 視覚障害者（原則と

して視覚障害２級以

上）であって、必要と

認められるもの 

文字等のコンピュ

ータの画面情報を点

字等により示すこと

ができるもの 

６ 383,500 
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点字

器 

標

準

型 

Ａ：真鍮

(ちゅう)

板製 

視覚障害２級以上で

あって、点字器が必要

と認められる者 

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

もの 

７ 10,712 

Ｂ：プラ

スチック

製 

７ 6,798 

携

帯

用 

Ａ：アル

ミニウム

製 

５ 7,416 

Ｂ：プラ

スチック

製 

５ 1,699 

点字タイプライタ

ー 

視覚障害２級以上の

障害者（児）（本人が

就労し、若しくは就学

しているか又は就労が

見込まれる者に限る。） 

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

もの 

５ 63,100 

視覚障害者用ポー

タブルレコーダー 

視覚障害２級以上の

障害者又は障害児（原

則として学齢児以上） 

音声等により操作

ボタンが知覚又は認

識でき、かつ、ＤＡ

ＩＳＹ方式による録

音並びに当該方式に

より記録された図書

の再生が可能な製品

であって、視覚障害

者（児）が容易に使

用し得るもの 

６ 録音再生機 

85,000 

再生機 

35,000 

視覚障害者用テー

プレコーダー 

視覚障害２級以上の

障害者又は障害児（原

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

２ 23,000 
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則として学齢児以上）

であって、視覚障害者

用ポータブルレコーダ

ーに代えて視覚障害者

用テープレコーダーを

給付することにつき相

当の理由があると市長

が認めるもの 

もの 

視覚障害者用活字

文書読上げ装置 

視覚障害２級以上の

障害者又は障害児（原

則として学齢児以上） 

文字情報を暗号化

等した情報を読み取

り、音声信号に変換

して出力する機能を

有するもので、視覚

障害者（児）が容易

に使用し得るもの 

６ 99,800 

視覚障害者用読書

器 

視覚障害者（児） 画像入力装置を読

みたいもの（印刷物

等）の上に置くこと

で、簡単に拡大され

た画像（文字等）を

モニターに写し出せ

るもの 

８ 198,000 

視覚障害者用時計 視覚障害２級以上の

障害者又は障害児（学

齢児以上） 

視覚障害者（児）

が容易に使用し得る

もの 

10 触読式 

10,300 

音声式 

13,300 

聴覚障害者用通信

装置 

聴覚障害者（児）又

は発声及び発語に著し

い障害を有する者（児）

一般の電話に接続

することができ、音

声の代わりに、文字

５ 71,000 
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で、コミュニケーショ

ン、緊急連絡等の手段

として必要と認められ

るもの（原則として学

齢児以上） 

等により通信が可能

な機器であり、障害

者（児）が容易に使

用し得るもの 

聴覚障害者用情報

受信装置 

聴覚障害者（児）で

あって、本装置により

テレビの視聴が可能に

なるもの 

字幕及び手話通訳

付きの聴覚障害者・

児用番組並びにテレ

ビ番組に字幕及び手

話通訳の映像を合成

したものを画面に出

力する機能を有し、

かつ、災害時の聴覚

障害者（児）向け緊

急信号を受信するも

ので、聴覚障害者・

児が容易に使用し得

るもの 

６ 88,900 

人工喉頭 音声機能障害３級以

上の者であって、喉頭

を摘出したもの 

音声機能を喪失し

た者の音声を代用す

る機器であり、容易

に使用できるもの 

４ 笛式 

5,150 

電動式 

72,203 

点字図書 主に情報の入手を点

字によっている視覚障

害者（児） 

点字により作成さ

れた図書 

 

文字放送ラジオ 聴覚障害者（児）の

うち、文字による情報

を必要とするもの 

ＦＭ文字多重放送

の受信が可能なもの 

６ 23,000 

地上デジタル放送 視覚障害者（児）で 地上デジタル放送 ６ 30,000 
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対応ラジオ あって、本装置により

地上デジタル放送のテ

レビ音声の聞き取りが

可能となるもの 

のテレビ音声の受信

が可能なもの 

排泄管理

支援用具 

スト

ーマ

装具 

消化器系 腸管の切除等によっ

て肛(こう)門からの排

便が困難となり、腹部

に人工肛門を設け、排

泄を行っている者 

密封型又は下部開

放型の収納袋である

こと。 

 8,858 

尿路系 次のいずれかに該当

する者 

(１) 膀胱(ぼうこ

う)の切除等によ

って膀胱からの排

尿が困難となり、

腹部に人工膀胱を

設け、排泄を行っ

ている者 

(２) 膀胱又は尿管

の切除によって膀

胱からの排尿が困

難となり、側背部

に腎瘻(ろう)を設

け、排泄を行って

いる者 

密封型の収納袋で

尿処理用のキャップ

付であること。 

 11,639 

紙おむつ等 １ 次に掲げる者のい

ずれかに該当するこ

とにより、紙おむつ

等の用具類を必要と

紙おむつ等の用具類

（紙おむつ、洗腸用

具、サラシ・ガーゼ

等衛生用品） 

 12,000 
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する３歳以上の障害

者（児） 

(１) ストマの著し

い変形又はストマ

周辺の著しい皮膚

のびらんのため、

ストマ用装具を装

着できない者 

(２) 二分脊椎によ

り排尿機能障害又

は排便機能障害の

ある者 

(３) 先天性鎖肛門

に対する肛門形成

術に起因する高度

の排便障害のある

者 

２ 脳性麻痺(ひ)等の

脳原性運動機能障害

により排尿又は排便

の意思表示が困難な

３歳以上の障害者

（児）（医師による

意見書等により、常

時紙おむつ等の用具

類の使用が必要であ

ると確認することが

できる者に限る。） 

３ 身体障害者手帳の
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交付を受けている難

病患者であって、医

師による意見書等に

より、難病患者と認

定された疾病が原因

で排尿又は排便の意

思表示が困難であ

り、かつ、常時紙お

むつ等の用具類の使

用が必要であると認

められる３歳以上の

もの 

収尿器 男性用普

通型 

脊髄損傷等による排

尿障害（特に失禁のあ

る場合）により、収尿

器を必要とする障害者

（児） 

採尿器及び袋で構

成し、尿の逆流防止

装置をつけるもの 

 7,931 

男性用簡

易型 

採尿器及び袋で構

成し、尿の逆流防止

装置をつけるもの 

 5,871 

女性用普

通型 

耐久性ゴム製採尿

袋を有するもの 

 8,755 

女性用簡

易型 

ポリエチレン製の

採尿袋導尿ゴム管付 

 6,077 

居宅生活

動作補助

用具 

居宅生活動作補助

用具 

下肢若しくは体幹機

能の障害又は乳幼児以

前の非進行性の脳病変

による運動機能障害

（移動機能障害に限

る。）を有する障害者

又は学齢以上の障害児

障害者及び難病患

者の移動等を円滑に

する用具で設置に小

規模な住宅改修を伴

うもの 

(１) 体を支える

手すり 

 200,000 
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であって、障害等級３

級以上のもの（ただし、

特殊便器への取替えを

する場合は、上肢障害

２級以上のもの）及び

下肢又は体幹機能に障

害のある難病患者 

(２) 段差を解消

するスロープ等 

(３) 滑り防止及

び移動の円滑化

に資する床又は

通路面の材料 

(４) 開閉や出入

りを容易にする

引き戸 

(５) 座位保持等

及び移乗の円滑

化に資する洋式

便器等 

(６) その他前各

号に付帯して必

要となる住宅改

修 

備考 

１ この表において「障害者」とは、障害者のうち難病患者を除く障害者をいう。 

２ この表において「障害児」とは、障害児のうち難病患者を除く障害児をいう。 

３ この表において「障害者（児）」とは、障害者（児）のうち難病患者を除く障害者（児）

をいう。 

別表第２（第83条、第86条関係） 

所要時間による区分 障害の程度区分 基準額 

（１回当たり） 

利用者に対して地域活動支援センター事業（第54

条第２号に掲げる地域活動支援センターの類型に

おいて実施される地域活動支援センター事業に限

る。）に係るサービスを提供するのに要した時間

区分１ 2,260円 

区分２ 2,520円 

区分３ 2,770円 
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（送迎に要した時間を除く。以下この表において

「所要時間」という。）が４時間未満である場合 

所要時間が４時間以上６時間未満である場合 区分１ 3,780円 

区分２ 4,190円 

区分３ 4,620円 

所要時間が６時間以上である場合 区分１ 4,910円 

区分２ 5,460円 

区分３ 6,000円 

備考 

(１) この表において「区分１」とは、「区分２」及び「区分３」のいずれにも該当しない程

度であると市長が認める障害の程度区分をいう。 

(２) この表において「区分２」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、３以上の日常生

活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度であると市長が認める障害

の程度区分をいう。 

(３) この表において「区分３」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、３以上の日常生

活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度であると市長が認める障害の

程度区分をいう。 

(４) 入浴サービスを利用した場合は、１回につき400円を加算するものとする。 

(５) 送迎サービスを利用した場合は、片道１回につき540円を加算するものとする。 

(６) 生活保護法の適用を受ける被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

又は当該年度分の市町村民税が非課税である世帯に属する利用者が食事サービスを利用した

場合における第86条第３項の規定の適用については、この表の規定による基準額に、当該利

用１回につき420円を加算するものとする。 
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別表第３（第83条、第86条関係） 

日中一時支援事業に係るサービスについての第83条第５項及び第86条第４項の基準額は、次の１

から４までに規定する場合に応じ、それぞれ１から４までの表の規定による額とする。 

１ 次に掲げる者が知的障害者（第１号及び第３号にあっては、知的障害者又は児童）を対象に日

中一時支援事業に係るサービスを行う場合 

(１) 第71条第２項第１号アに該当する事業所 

(２) 第71条第２項第１号イの地域活動支援センター 

(３) 第71条第２項第１号ウの指定障害者支援施設 

障害の程度又は種類に

よる区分 

基準額（利用１回当たり） 

１回のサービスの利用

時間が４時間未満であ

る場合 

１回のサービスの利用

時間が４時間以上８時

間未満である場合 

１回のサービスの利用

時間が８時間以上であ

る場合 

１ 区分１に該当す

る者 

940円 1,880円 2,820円 

２ 区分２に該当す

る者 

1,590円 3,180円 4,770円 

３ 区分３に該当す

る者 

1,770円 3,550円 5,320円 

４ 遷延性意識障害

のある者又は筋

萎縮性側索硬化

症である者 

3,380円 6,760円 10,140円 

５ 療養介護対象者 4,860円 9,720円 14,570円 

備考 

(１) この表及び次表において「区分１」とは、「区分２」及び「区分３」のいずれにも該当

しない程度であると市長が認める障害の程度区分をいう。 

(２) この表及び次表において「区分２」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、３以上

の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくはこれに準ずる程度又は行動障害

及び精神症状が週１回若しくは２回程度以上あると市長が認める障害の程度区分をいう。 
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(３) この表及び次表において「区分３」とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、３以上

の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度であると市長が認め

る障害の程度区分をいう。 

(４) この表及び次表において「遷延性意識障害」とは、厚生労働大臣の定める基準に適合す

ると認められる遷延性意識障害又はこれに準ずる状態をいう。 

(５) この表及び次表において「筋萎縮性側索硬化症」とは、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニ

ューロン系疾患を有すると認められる状態をいう。 

(６) この表において「療養介護対象者」とは、病院等への長期の入院による医療的ケアに加

え、常時の介護を必要とする障害児（者）のうち、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 筋萎縮性側索硬化症患者その他の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が行われて

いる者であって、その障害支援区分が６の区分であるもの 

イ 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、その障害支援区分が５以上の区分

であるもの 

(７) 送迎サービスを利用した場合は、片道１回につき1,840円を加算する。 

２ 次に掲げる者が身体障害者（第１号及び第３号にあっては、身体障害者又は児童）を対象に日

中一時支援事業に係るサービスを行う場合 

(１) 第71条第２項第１号アに該当する事業所 

(２) 第71条第２項第１号イの地域活動支援センター 

(３) 第71条第２項第１号ウの指定障害者支援施設 

障害の程度又は種類に

よる区分 

基準額（利用１回当たり） 

１回のサービスの利用

時間が４時間未満であ

る場合 

１回のサービスの利用

時間が４時間以上８時

間未満である場合 

１回のサービスの利用

時間が８時間以上であ

る場合 

１ 区分１に該当す

る者 

1,500円 3,000円 4,500円 

２ 区分２に該当す

る者 

1,590円 3,180円 4,770円 

３ 区分３に該当す

る者 

1,780円 3,570円 5,350円 
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４ 遷延性意識障害

のある者又は筋

萎縮性側索硬化

症である者 

3,380円 6,760円 10,140円 

備考 送迎サービスを利用した場合は、片道１回につき1,840円を加算する。 

３ 次に掲げる者が精神障害者を対象に日中一時支援事業に係るサービスを行う場合 

(１) 第71条第２項第１号アに該当する事業所 

(２) 第71条第２項第１号イの地域活動支援センター 

１回のサービスの利用時間が４

時間未満である場合 

１回のサービスの利用時間が４

時間以上８時間未満である場合 

１回のサービスの利用時間が８

時間以上である場合 

利用１回当たり 利用１回当たり 利用１回当たり 

1,570円 3,150円 4,730円 

備考 送迎サービスを利用した場合は、片道１回につき1,840円を加算する。 

４ 次に掲げる者が日中一時支援事業に係るサービスを行う場合 

(１) 第71条第２項第１号エの指定障害児通所支援事業者 

(２) 第71条第２項第１号オの登録団体が設ける障害児（者）生活サポート事業の事業所 

(３) 第71条第２項第１号カの市長が認めた者 

事業所の規模による区分 基準額（利用１回当たり） 

１ 平均利用人数が10人以下の事業所 5,280円 

２ 平均利用人数が11人以上20人以下の事業所 3,640円 

３ 平均利用人数が21人以上の事業所 2,790円 

備考 送迎サービスを利用した場合は、片道１回につき540円を加算する。 

別表第４（第135条関係） 

(１) 自立訓練又は就労移行支援を利用している者 

訓練に従事した日数の区分 訓練に従事した日数が15日以上

の場合 

（月額） 

訓練に従事した日数が15日未満

の場合 

（月額） 

事業の区分 

ア 就労移行支援（あんま、

はり、きゅう科） 

14,800円 7,400円 
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イ 就労移行支援（あんま、

はり、きゅう科を除く。） 

3,150円 1,600円 

ウ 自立訓練 

(２) 身体障害者更生援護施設に入所し、又は通所している者 

訓練に従事した日数の区分 訓練に従事した日数が15日以上

の場合 

（月額） 

訓練に従事した日数が15日未満

の場合 

（月額） 

施設の区分 

ア 指定視覚障害者更生施

設（あんま、はり、きゅ

う科） 

14,800円 7,400円 

イ 指定視覚障害者更生施

設（あんま、はり、きゅ

う科を除く。） 

6,300円 3,150円 

ウ 指定肢体不自由者更生

施設 

エ 指定聴覚・言語障害者更

生施設 

オ 指定内部障害者更生施

設 

カ 指定特定身体障害者授

産施設 

3,150円 1,600円 

キ 指定特定身体障害者通

所授産施設 



87/172 

第１号様式（第12条関係） 
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第２号様式（第12条関係） 
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第３号様式（第14条関係） 
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第３号様式の２（第18条関係） 
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第３号様式の３（第18条関係） 

 



93/172 

第３号様式の４（第18条関係） 
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第４号様式（第24条関係） 
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第５号様式（第24条関係） 
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第６号様式（第25条関係） 
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第７号様式（第27条関係） 
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第８号様式（第27条関係） 

 



101/172 

第９号様式（第27条関係） 

 



102/172 

第10号様式（第27条関係） 
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第11号様式（第32条関係） 
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第12号様式（第32条関係） 
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第13号様式（第34条関係） 
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第14号様式（第39条関係） 
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第15号様式（第39条関係） 
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第16号様式（第39条関係） 
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第17号様式（第39条関係） 
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第18号様式（第41条関係） 
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第19号様式（第61条関係） 
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第20号様式（第61条関係） 
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第21号様式（第63条関係） 
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第22号様式（第68条関係） 
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第23号様式（第68条関係） 
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第24号様式（第70条関係） 
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第25号様式（第72条関係） 
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第26号様式（第72条関係） 
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第27号様式（第74条関係） 
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第28号様式（第76条関係） 
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第29号様式（第76条関係） 
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第30号様式（第76条関係） 
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第31号様式（第78条関係） 
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第32号様式（第78条関係） 
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第33号様式（第80条関係） 

 



135/172 

第34号様式（第81条関係） 
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第34号様式の２（第88条の３関係） 
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第34号様式の３（第88条の３関係） 



138/172 

 



139/172 

第34号様式の４（第88条の５関係） 
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第35号様式（第91条関係） 
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第36号様式（第91条関係） 
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第37号様式（第91条関係） 
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第38号様式（第91条関係） 
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第39号様式（第92条関係） 
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第40号様式（第96条関係） 
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第41号様式（第101条関係） 
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第42号様式（第103条関係） 
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第43号様式（第103条関係） 
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第44号様式（第109条関係） 
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第45号様式（第113条関係） 
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第46号様式（第113条関係） 
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第47号様式（第113条関係） 
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第48号様式（第118条関係） 
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第49号様式（第118条関係） 
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第50号様式（第118条関係） 
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第51号様式（第124条関係） 
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第52号様式（第125条関係） 
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第53号様式（第128条関係） 
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第53号様式の２（第129条の５関係） 
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第53号様式の３（第129条の５関係） 
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第53号様式の４（第129条の６関係） 
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第53号様式の５（第129条の６関係） 
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第53号様式の６（第129条の７関係） 
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第54号様式（第137条関係） 
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第55号様式（第137条関係） 
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第56号様式（第141条関係） 
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第57号様式（第149条関係） 
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