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特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所 

及び一般相談支援事業所の指定基準について 

 
１ 法定要件 
（１）障害者自立支援法（以下「法」という。）第 51 条の 20 に規定する「総合

的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」であ

ること。（特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所共通） 
具体的には以下のとおり。（現行の特定事業所加算要件と同様） 

① 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこ

と。 

 ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、

以下の場合は対象とする。  

・ 他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主

たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としていると

き。  

・ 身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。  

② 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があ

ること。  

③ 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所におけ

る事例の検討等を行う体制を整えていること。 
 

（２）指定にあったっての欠格事項に該当しないこと 

法第 36 条第 3項（第 4号、第 10 号及び第 13 号を除く）（障害児相談支援事

業の場合は、児童福祉法第 21 条の 5 の 15 第 2 項（第 4 号、第 11 号及び第

14 号を除く））の規定に該当しないこと。 

具体的な内容は、様式集の「参考様式８、９、１２」参照。 

 

２ 留意事項 

障害児については、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福

祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて、一体的に判断することが望

ましいことから、特定相談支援事業所（障害児の居宅サービス）と障害児相談

支援事業所（障害児の通所サービス）の両方の指定を受けることを基本とする。 

一般相談支援事業所の指定は、種類（地域移行支援・地域定着支援）ごとに

指定するが、地域移行支援・地域定着支援はできる限り支援の継続性を確保す

る観点から両方の指定を受けることを基本とする。 
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ただし、他の事業所との連携等により適切に支援することが可能な場合には、

地域移行支援のみ又は地域定着支援のみの指定を認めることとする。 

 

３ みなし規定 

現行法の指定相談支援事業所については、平成２４年４月１日に指定一般相

談支援事業所の指定を受けたものとみなされる。（１年以内の厚生労働省令で定

める期間内に指定申請を行わなければ効力を失う） 
特定相談支援事業、障害児相談支援事業を実施する場合は、指定申請が必要。 

 

４ 人員及び運営に関する基準 

詳細は、厚生労働省令案（以下「基準省令」という。）を参照 

 

（１）サービス概要 

ア 特定相談支援事業 
「基本相談支援」及び「計画相談支援」を行う。 
(ｱ)「基本相談支援」 
地域の障害者等の福祉に関する各般の問題について、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

び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者

等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与する。 
(ｲ)「計画相談支援」 
「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」をいう。 
 
「サービス利用支援」 
障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービ

スの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた

後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行う。 
「継続サービス利用支援」 
サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その

結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画

の変更等を行う。 
 
対象 ①障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害者 

②障害福祉サービスを利用する障害児。 
なお、①の対象者については、平成２４年４月１日以降に障害福祉サ

ービスの新規支給申請を行う場合は、サービス等利用計画案の提出が
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原則必要となる。②の(ｲ)については、平成２４年度は現行の対象者及

び希望者を対象とし、対象者の拡大に当たっては、平成２５年度から

開始。 
 
イ 障害児相談支援事業 

ア(ｱ)「基本相談支援」及び「障害児支援利用援助」、「継続障害児支援利用

援助」を行う。 
(ｱ)「障害児支援利用援助」 
障害児の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用する障害児

通所支援の内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成し、通所給付決定等

が行われた後に、当該給付決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作

成等を行う。 
(ｲ)「継続障害児支援利用援助」 
障害児支援利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その

結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画

の変更等を行う。 
 

対象 障害児通所支援を利用するすべての障害児 
ただし、平成２４年度は現行の対象者及び希望者を対象者とし、対象

者の拡大に当たっては、平成２５年度から開始。 
 
ウ 一般相談支援事業（地域移行支援） 

ア(ｱ)「基本相談支援」及び「地域移行支援」を行う。 
(ｱ)「地域移行支援」 
障害者支援施設、のぞみの園等に入所している障害者又は精神科病院（精

神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。）に入院して

いる精神障害者に対して、住居の確保その他の地域における生活に移行する

ための活動に関する相談その他の便宜を供与する。 
 

対象 ①障害者支援施設又は精神科病院に入所・入院する障害者 
②児童福祉施設に入所する１８歳以上の者 
③障害者支援施設に入所する１５歳以上の障害者みなしの者 
※精神科病院入院者については、支援の必要性が相対的に高いと見込

まれる１年以上の入院者を中心に対象とし、１年未満の入院者につ

いては、特に支援が必要な者（例えば、措置入院や医療保護入院か

ら退院する者で、住居の確保などの支援を必要とするものなど）を
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対象とする。 
 

エ 一般相談支援事業（地域定着支援） 

ア(ｱ)「基本相談支援」及び「地域定着支援」を行う。 
(ｱ)「地域定着支援」 
居宅において単身等の状況において生活する障害者に対して、当該障害者

との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に

おいて相談その他の便宜を供与する。 
 
対象 ①居宅において単身で生活する障害者 

②家族の状況等により同居している家族による支援を受けられない

障害者 
※グループホーム・ケアホーム、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時

の連絡体制等については、基本的に当該事業所の世話人等が対応す

ることが想定されるため、対象外。 
 

（２）人員基準の概要 

特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所、一般相談支援事業所間におけ

る職員の兼務は、業務に支障がないものとして認める。 

また、業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務、又は他の事業所、

施設等の職務に従事可。 

事業者名 人員基準 
特定相談支援事業者 ・相談支援専門員 

・管理者 
障害児相談支援事業者 ・相談支援専門員 

・管理者 
一般相談 
支援事業者 

地域移行支援 ・地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従

事する者（うち１名は相談支援専門員※） 
・管理者 

地域定着支援 ・地域定着支援事業所ごとに専らその職務に従

事する者（うち１名は相談支援専門員※） 
・管理者 

※経過措置あり。平成２４年４月１日以前に、都道府県又は指定都市の委託（厚生労働

大臣からの補助に係るものに限る。）により、精神障害者につき、住居の確保その他の

地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行ってい

た者については、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。 
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（３）設備基準 

基準省令では、現行相談支援事業と同様、事業を行うために必要な広さ、設

備、備品等を備えることとされている。解釈通知はまだ示されていないが、現

行と同様と考えられる。現行の解釈通知は以下のとおり。 

事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の

事務室を設けることが望ましいが、間仕切りをする

等他の事業の用に供するものと明確に区分される場

合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支え

ない。 

なお、区分がされていなくても業務に支障がないと

きは、相談支援の事業を行うための区画が明確に特

定されていれば足りる。 

受付等のスペースの確保 事務室又は相談支援を行うための区画については、

利用申込みの受付、相談、サービス担当者会議等に

対応するのに適切なスペースを確保する。 

相談室 利用者等が直接出入りできるなど利用しやすい構造

とする。 

設備及び備品等 相談支援に必要な設備及び備品等を確保する。ただ

し、相談支援事業または同一敷地内にある他の事業

所等の運営に支障がない場合は、他の事業所等に備

え付けられた設備及び備品等を使用することができ

る。 

※事務室又は区画、設備及び備品等については、貸与を受けているものであっ

ても差し支えない。 

 

（４）運営に関する基準 

ア 特定相談支援事業者 
現行の相談支援事業の基準とほぼ同様であるが、変更点は以下のとおり。 
変更点 
○方針の追加 
「サービス利用計画等の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて

作成するよう努めなければならない」が追加（基準省令第 15 条第 2 項第 1
号） 
○サービス等利用計画 
・現行の項目に加え、実施状況の把握（モニタリング）の期間に係る提案
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を追加（基準省令第 15 条第 2 項第 7 号） 
・サービス利用までの流れの変更。（基準省令第 15 条第 2 項第 5 号～第 12
号） 
【具体的な作成手続き】  
①支給決定前に、利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行

い、計画案（モニタリング期間の提案を含む）を作成。 
②利用者等の同意を得て、計画案を利用者に交付。 
③支給決定後、事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議

の開催等により、計画案の内容の説明及び意見を求める。 
④③により意見を求めた計画案について、利用者等に説明し、文書によ

り同意を得て、計画を利用者に交付。 
（H24.2.20 障害保健福祉主管課長会議資料より抜粋）

○支給決定等の申請勧奨 
モニタリングの結果、新規の支給決定又は支給内容の変更等が必要であ

る場合は、利用者等に対し、申請の勧奨を行う旨の追加。（基準省令第 15
条第 3 項第 1 号、3 号） 
○重要事項の掲示等 
・掲示事項の例示追加（基準省令第 23 条第 1 項） 

現行  改正後 
・運営規程の概要 
 
 
・相談支援専門員の勤務の体

制 
・その他利用申込者のサービ

ス選択に資すると認められ

る重要事項 

⇒ 

・運営規程の概要 
・基本相談支援及び計画相談

支援の実施状況 

・相談支援専門員の有する資

格、経験年数、勤務の体制 
・その他利用申込者のサービ

ス選択に資すると認められ

る重要事項 
 
・「掲示事項の公表に努めなければならない」が追加（基準省令第 23 条第

2 項） 
 

イ 障害児相談支援事業者 
ア 特定相談支援事業者と同様。 

 
ウ 一般相談支援事業者（地域移行支援） 

「ア 特定相談支援事業者」とほぼ同様であるが、追加事項は以下のと
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おり。 
○連絡調整に対する協力 

地域移行支援の利用について市町村または特定相談支援事業者が行う

連絡調整に、できる限り協力しなければならない。（基準省令第 10 条） 
○地域相談支援の申請に係る援助 

地域移行支援の給付決定を受けていない者から利用の申込があった場

合は、速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

（基準省令第 13 条第 1 項） 
○利用者の心身、福祉サービスの利用状況等の把握 

利用者の心身の状況、福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければ

ならない。（基準省令第 14 条） 
○地域等との連携 

地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福

祉サービス事業者等との連携に努めなければならない。（基準省令第 15
条） 

○サービスの提供記録 
地域移行支援を提供した日、内容等を、提供の都度記録しなければなら

ない。また、利用者から確認を受けなければならない。（基準省令第 17 条） 
○相談支援専門員の役割 
相談支援専門員は、その他の地域移行支援の職務に従事する者への技術

的指導及び助言を実施するものとする。（基準省令第 21 条第 2 号） 
○地域移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけ

ればならない。（基準省令第 21 条第 3 号） 
○相談 

利用者の住居の確保等地域における生活に移行するための活動に関す

る相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。（基準

省令第 23 条第 1 項） 
○援助 

障害者支援施設等又は精神科病院からの地域における生活に移行する

ための活動に関する外出に際し、同行による必要な支援を行う。（基準省

令第 23 条第 2 項） 
○頻度 

上記相談又は援助は、概ね１週間に１回行うものとし、少なくとも１月

に２回行わなければならない。（基準省令第 23 条第 3 項） 
○障害福祉サービス事業の体験的な利用 

利用者の心身の状況等に応じて、障害福祉サービス事業者等への委託に
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より、地域における生活に移行するための障害福祉サービスの体験的な

利用を行う。（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る。）

（基準省令第 24 条） 
○一人暮らしに向けた体験的な宿泊 

利用者の心身の状況等に応じて、常時の連絡体制を確保しつつ、単身で

の生活に向けた体験的な宿泊を行う。（障害福祉サービス事業者等への委

託可）（基準省令第 25 条） 
○事業内容の情報提供 

地域移行支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用できるよう、

事業所が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。（基準省令第 36 条） 
 

なお、サービス等利用計画ではなく、地域移行支援計画の作成を行う。 
・利用者への面接によるアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、

地域移行支援に係る計画の原案を作成。（基準省令第 22 条第 3 項、第 4 項） 
（記載事項） 

①利用者及びその家族の生活に対する意向 
②総合的な支援の方針 
③生活全般の質を向上させるための課題 
④地域移行支援の目標及び達成時期 
⑤地域移行支援を提供する上での留意事項  等 

・障害者支援施設等又は精神科病院における担当者等を招集し、地域移行

支援計画の原案の内容について意見を求める。（基準省令第 22 条第 5 項） 
 

エ 一般相談支援事業者（地域定着支援） 
「ア 特定相談支援事業者」とほぼ同様であるが、追加事項は以下のと

おり。 
○相談支援専門員の役割 

相談支援専門員は、その他の地域定着支援の職務に従事する者への技術

的指導及び助言を実施するものとする。（基準省令第 44 条第 2 号） 
○地域定着支援台帳の作成 

利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要とな

る家族・利用している障害福祉サービス事業者・医療機関等の関係機関

の連絡先等を記載した台帳を、利用者に面接によるアセスメントを実施

して作成しなければならない。また、適宜見直し変更を行う。（基準省令

第 45 条第 1 項～第 4 項） 
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○常時の連絡体制の確保等 
利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じた適切な方法により、利用

者との常時の連絡体制を確保するものとする。 
また、居宅への訪問等により利用者の状況を把握するものとする。（基

準省令第 46 条） 
○緊急事態への対処等 
・利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態が生じた場合その他必

要な場合には、速やかに、利用者の居宅への訪問等による状況把握を行

わなければならない。 
・緊急事態等の状況把握を踏まえ、利用者が置かれている状況に応じて、

家族、関係機関等との連絡調整、一時的な滞在による支援等必要な措置

を講じなければならない。（滞在支援は障害福祉サービス事業者等への委

託可）（基準省令第 47 条） 
○「ウ 一般相談支援事業者（地域移行支援）」の準用 
・連絡調整に対する協力 
・地域相談支援の申請に係る援助 
・利用者の心身、福祉サービスの利用状況等の把握 
・地域等との連携 
・サービスの提供記録 
・事業内容の情報提供 


