
計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜基本事項＞

類型 出典 質問 答 備考

1

地域移行支
援計画と
サービス等
利用計画の
違い

240306国ＱＡ
　「地域移行支援計画」と「サービス
等利用計画」との違いは何か。

　サービス等利用計画は，障害福祉サービスや地域相談支援
の利用や地域における各種の支援サービス等を記載した総合
的な支援の計画である。
　地域移行支援計画は，サービス等利用計画の総合的な方針
を踏まえて，地域移行支援の具体的な支援内容等を記載した
個別の支援計画である。

　「地域移行支援計画」と
は，個別給付の地域移行
支援のサービス提供にお
いて指定一般相談支援事
業所が作成することとされ
ているもので，個別支援計
画に相当するもの。

2

個別支援計
画とサービ
ス等利用計
画の違い

240222国通
知

　「個別支援計画」と「サービス等利
用計画」との違いは何か。

※以下は，出典元の国資料に掲載された図表における関係箇
所の抜粋である。

＜サービス等利用計画＞
　①作成者　指定特定相談支援事業所の相談支援専門員
　②内容　総合的な援助の方針や解決すべき課題を踏まえ，最
も適切なサービスの組合せ等について検討し，作成するもの。
　③その他　障害福祉サービスに加え，保健医療サービス，そ
の他の福祉サービスや地域住民の自発的活動なども計画に位
置付けるよう努める。
＜個別支援計画＞
　①作成者　サービス提供事業所のサービス管理責任者
　②内容　サービス等利用計画における総合的な援助方針等を
踏まえ，当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等
について検討し，作成するもの。
　③その他　サービス等利用計画を受けて，自らの障害福祉
サービス事業所の中での取組について具体的に掘り下げて計
画を作成するよう努める。

3

サービス等
利用計画案
（セルフプラ
ンを含む）・
計画（確定
版）の必須
項目

京都市

　サービス等利用計画案（セルフプラ
ンを含む）・計画（確定版）に記載す
る項目として省略できないものは何
か。

　下記の項目が記載されていれば，様式は問わない。（③につ
いては①②に加え，サービス等利用計画（確定版）のみに必要
な記載項目）

①指定基準省令　※1
　　・利用者及びその家族の生活に対する意向
　　・総合的な援助の方針
　　・生活全般の解決すべき課題
　　・提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
　　・福祉サービス等の種類，内容，量
　　・福祉サービス等を提供するうえでの留意事項
　　・市町村に対するモニタリング期間に係る提案（セルフプラン
の場合は不要）

②解釈通知　※2
　　・提供される福祉サービス等について，その長期的な目標及
びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時
期

③国事務処理要領
　　・福祉サービス等の利用料
　　・福祉サービス等の担当者

※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
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3月13日厚
生労働省令第28号）
※2　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
基準について（平成24年3
月30日障発0330第22号）

4 利用者負担 京都市
　サービス利用支援や継続サービス
利用支援に利用者負担は発生する
のか。

　サービス利用支援や継続サービス利用支援に利用者負担は
発生しない。所得にかかわらず，全ての方が無料となる。

5 契約日 京都市
　計画相談支援の契約はいつする
のか。

　サービス等利用計画案作成のためのアセスメント実施前に
は，すでに計画相談支援の契約をしている必要があり，通常，
当該計画案を参考に支給決定される障害福祉サービス等の支
給開始以前にされるものである。

例）以下のような場合，少なくとも26.3.15には契約をしている必
要がある。

　　居宅介護の有効期間　26.4.1～27.3.31
　　計画相談支援の有効期間　26.3.17～27.3.31（サービス等利
用計画案の作成日～最長の障害福祉サービス等の支給期間の範
囲内）
　　アセスメント実施日　26.3.15

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜事業所指定・相談支援専門員＞

類型 出典 質問 答 備考

1 事業所指定 240306国ＱＡ

　指定については，事業所の所在地
の市町村が指定を行い，隣接の市
町村など事業所が所在する市町村
以外の市町村は指定しないという理
解でよいか。

　お見込みのとおり。
　なお，利用者は，居住する市町村以外の市町村が指定した事
業所についても，利用することが可能であることに留意。

2 事業所指定 京都市

　Ａ市から特定相談支援事業所の指
定を受けているＢ事業所が，Ｃ市が
支給決定している利用者の計画相
談支援を行う場合，Ｂ事業所は，改
めてＣ市からも指定を受ける必要が
あるのか。

　利用者は，居住する市町村以外の市町村が指定した指定特
定相談支援事業所についても利用することが可能である。この
ため，Ａ市から指定を受けているＢ事業所は，改めてＣ市から指
定を受ける必要はない。

3 事業所指定 240306国ＱＡ
　指定事業所が，他の市町村に移転
した場合の手続如何。

　他の市町村に移転する場合は，移転前の市町村に廃止届出
書を提出するとともに，移転先の市町村に新規の指定申請を行
うこととなる。

　廃止届出書は廃止の１
箇月前に提出する必要が
ある。また，廃止届出書提
出前に事前相談が必要。

4 事業所指定 240306国ＱＡ
　指定事業所が，当該市町村内で事
業所を移転した場合の手続如何。

　当該市町村に変更届出書を提出することとなる。

　指定に係る内容に変更
が生じた場合には，原則，
変更日から10日以内に「変
更届出書」を提出する必要
がある。

5
指定特定相
談支援事業
者の業務

京都市
　指定特定相談支援事業者の業務
は何か。

　障害者総合支援法において，指定特定相談支援事業者は指
定特定相談支援事業として「基本相談支援」及び「計画相談支
援」のいずれも行うこととされている。
　なお，「基本相談支援」とは，
「・地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき，
　・障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者
（介護者）からの相談に応じ，
　・訪問等の方法による障害者等，障害児の保護者又は介護者
に係る状況の把握，
　・必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導，
　・障害者等，障害児の保護者又は介護者と市町村，指定障害
福祉サービス事業者等，医療機関等との連絡調整
　・その他の障害者等，障害児の保護者又は介護者に必要な
支援
を総合的に供与すること」
をいい，サービス利用支援や継続サービス利用支援以外にお
いても，適宜，必要な相談支援を提供する必要がある。

6
相談支援専
門員の受託
件数

250222国ＱＡ
　1人の相談支援専門員が受け持つ
件数や人数に制限はないのか。

　利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異な
ることから，1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制
限は設けていない。

7
相談支援専
門員が自ら
行う業務

260227国通
知

　必ず相談支援専門員が自ら行わ
なければならない業務は何か。

　必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は
・居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメント・モニタ
リングの実施
・利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画
の説明
・サービス担当者会議におけるサービス担当者への説明・意見
の聴取
であるが，その他の補助業務（例：面談のためのスケジュール
調整，記録のワープロ打ち，書類整理等）については，各業務
に対する習熟度等も勘案したうえで，管理者の判断に基づき各
事業所において補助職員に行わせることも可能。

8

補助職員に
よるサービ
ス等利用計
画作成の可
否

250222国ＱＡ

　サービス等利用計画の作成につい
ては，厚生労働省令において「管理
者は，相談支援専門員に基本相談
支援に関する業務及びサービス等
利用計画の作成に関する業務を担
当させるものとする。」と定められて
いるが，相談支援専門員の資格を有
していない補助職員が計画を作成
し，相談支援専門員が管理監督した
計画を利用者に交付することは可能
か。可能であれば，計画作成担当者
は，補助職員となるのか，相談支援
専門員となるのか。

　サービス等利用計画を作成するのは，相談支援専門員であ
る。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行
うものである。

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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類型 出典 質問 答 備考

9

ケアマネ
ジャーと相
談支援専門
員との関係

250222国ＱＡ
京都市

　介護保険の対象者の場合，同じ者
（ケアマネジャーと相談支援専門員
を同一人物が行う）がプランを作成
すると減算されることが報酬告示で
示されている。
　介護保険のケアプランを作ってい
る者と障害者総合支援法のサービ
ス等利用計画を作っている者が別々
である場合，報酬を両方が100％請
求できるのか。

　※下線は，本市の補足である。
　請求できる。
　なお，利用者の立場に立った支援を行うためには，両者で調
整しながらプランを作成する必要がある。

例）①介護保険・ケアマネジャーＡは障害・相談支援専門員と同
一人物　→　介護保険は100％請求可，障害は減算コードを適
用
　②介護保険・ケアマネジャーＡと障害・相談支援専門員Ｂとは
別人物　→　介護保険，障害とも100％請求可

　なお，前提として，介護保険制度のケアプラン作成対象者の
場合は，サービス等利用計画作成の対象外となる。そのうえ
で，当該申請者が，障害福祉サービス固有のものと認められる
行動援護，同行援護，自立訓練（生活訓練），就労移行支援，
就労継続支援等の利用を希望する場合であって，市町村が支
給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認め
る場合に限りサービス等利用計画作成対象者とするものであ
る。

10

ケアマネ
ジャーが相
談支援専門
員を兼務す
る場合の留
意点

京都市

　介護保険の対象者の場合，同じ者
（ケアマネジャーと相談支援専門員
を同一人物が行う）がプランを作成
すると減算されることが報酬告示で
示されている。
　計画相談支援給付費の申請時に
留意すべき点はあるか。

　計画相談支援給付費の支給決定において，減算対象である
旨を印字した受給者証を交付することとなるため，その旨を申
請時に申し出るとともに，申請書の備考欄に記載すること。

11

相談支援専
門員とサー
ビス提供事
業所職員と
の関係

国事務処理
要領
240306国ＱＡ
250222国ＱＡ

　相談支援専門員が担当する障害
者が利用するサービス提供事業所
（居宅介護，通所事業所，入所施設
等）の職員と兼務する場合の取扱い
はどうなるのか。

　相談支援専門員が担当する障害者が利用するサービス提供
事業所の職員と兼務する場合（地域相談支援に係る指定一般
相談支援事業所と兼務する場合は除く。）については，サービス
提供事業所との中立性の確保や，サービス提供事業所と異な
る視点での検討が欠如しかねないことから，以下のやむを得な
い場合を除き，当該相談支援専門員が当該者に直接サービス
提供を行うか否かに関わらず，当該者が利用するサービス提供
事業所と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援
を実施することを基本とする。（同一法人の他の兼務しない事業
所を利用する利用者に継続サービス利用支援を実施すること
は差し支えない。）
　また，支給決定の更新又は支給決定の変更に係るサービス
利用支援についても，当該者が利用するサービス提供事業所と
兼務しない相談支援専門員が実施することを基本とする。
・ 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合
・ 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変
動があった者のうち，当該支給決定等から概ね３箇月以内の場
合（サービス利用支援とその直後の継続サービス利用支援は
一体的な業務であること，また，指定特定相談支援事業者の変
更に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結し直すことが
必要となるため，一定期間を猶予。）
・ その他市町村がやむを得ないと認める場合

　なお，当該者が当該相談支援専門員を希望する場合であって
も，サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事
業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくない
ため，当該者に制度の趣旨を説明し理解を求めること。

　本市としては，相談支援
専門員がサービス提供事
業所の職員と兼務する場
合の継続サービス利用支
援及び支給決定の変更・
更新に係るサービス利用
支援を実施することについ
て，指定特定相談支援事
業者が少ない現状から，
当面，やむを得ないものと
して可能とすることとしてい
る。
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜対象者＞

類型 出典 質問 答 備考

1
計画相談支
援開始のタ
イミング

京都市

　計画相談支援を開始するのは，障
害福祉サービス等の支給決定や変
更のタイミングか。それとも，意思確
認ができた利用者から随時開始して
よいのか。

　計画相談支援は，障害福祉サービス又は地域相談支援の申
請（新規・更新・変更）を行った方が対象となる。このため，現に
障害福祉サービス等を利用している方について，計画相談支援
開始の意思確認ができた場合でも，新たに計画相談支援を実
施するのは，基本的に更新又は変更のいずれかのタイミングと
なる。

＜以下は，国事務処理要領の抜粋＞
計画相談支援給付費の対象者
（１）障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請を行った障害
者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請を行った
障害者のうち，指定特定相談支援事業者からサービス利用支
援を受けた者（当該申請に係る支給決定若しくは支給決定の変
更の決定又は地域相談支援給付決定を受け，サービス等利用
計画を作成したとき）
（２）支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者のう
ち，指定特定相談支援事業者から継続サービス利用支援を受
けた者

2

単一サービ
スのみの利
用者と計画
作成の要否

240306国ＱＡ

　サービス等利用計画等について，
短期入所等，単一サービスのみの
利用であっても，サービス等利用計
画等を作成し，モニタリングを実施す
る必要があるのか。

　単一サービスの利用であっても，その他のサービスの利用の
必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから，計
画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要がある。

3
介護保険対
象者と計画
作成の要否

250222国ＱＡ
京都市

　介護保険制度のケアプラン作成対
象者の場合であって，障害福祉サー
ビス固有の重度訪問介護による外
出支援等，障害福祉の観点からそ
の必要性や支給量について判断す
る必要がある場合については，サー
ビス等利用計画の作成対象者として
良いか。

　※下線は本市の補足である。
　介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合は，サービス等
利用計画作成の対象外であり，サービス等利用計画案の提出
は求めない。ただし，市町村が支給決定に当たってサービス等
利用計画案の作成が必要と認める場合には，作成対象者とし
て差し支えない。
　 「市町村が必要と認める場合」とは，基本的には，介護保険
のケアマネジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成す
るべきであるが，ケアマネジャーだけでプランを作成するのが困
難な場合等を想定している。

　なお，介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合は，その
旨を申請時に申し出るとともに，申請書の備考欄に記載するこ
と。

（国事務処理要領から抜
粋）
　申請者が，介護保険制
度のサービスを利用する
場合については，居宅
サービス計画又は介護予
防サービス計画（ケアプラ
ン）の作成対象者となるた
め，障害福祉サービス固
有のものと認められる行動
援護，同行援護，自立訓
練（生活訓練），就労移行
支援，就労継続支援等の
利用を希望する場合で
あって，市町村がサービス
等利用計画案の作成が必
要と認める場合に求めるも
のとする。

4
介護扶助対
象者と計画
作成の要否

270310京都
市通知

　生活保護制度の介護扶助の受給
者でケアマネジャーが付いている場
合は，サービス等利用計画の作成
対象者か。

　生活保護制度の介護扶助の受給者については，当該介護扶
助で介護保険と類似のサービスが利用可能であり，当該介護
扶助でケアマネジャーが付いている場合は，サービス等利用計
画作成の対象外とし，サービス等利用計画案の提出は求めな
い。
　なお，この場合は，支給決定機関において，申請書の備考欄
にその旨を記載し，支給決定機関等からサービス等利用計画
案の作成が不要である旨を利用者や事業者に個別に連絡す
る。

5

地域生活支
援事業のみ
の利用者と
計画作成の
要否

240306国ＱＡ
京都市

　移動支援や地域活動支援センター
等の地域生活支援事業のみのサー
ビス利用者は，計画相談支援の対
象外か。

　※下線は，本市の補足である。
　お見込みのとおり。
　なお，障害福祉サービス等と地域生活支援事業を併給してい
る場合は，サービス等利用計画作成の対象となり，地域生活支
援事業も含め，一体的にサービス等利用計画に位置付ける必
要がある。

地域生活支援事業：移動
支援，訪問入浴サービス，
地域活動支援センター，福
祉ホーム等

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。

4



類型 出典 質問 答 備考

6

障害福祉
サービス等
と地域生活
支援事業の
併給利用者
と計画作成
の要否

京都市

　計画相談支援の支給決定者で，移
動支援のサービスの申請があった
場合に，支給決定機関へサービス等
利用計画案の提出は必要か。

　支給決定に当たりサービス等利用計画案の提出が必要な
サービスは，障害福祉サービス（介護給付，訓練等給付）・地域
相談支援に限られる。移動支援や地域活動支援センター等の
地域生活支援事業をサービス等利用計画に位置づける必要は
あるが，地域生活支援事業の支給申請においては，サービス
等利用計画案の提出は求めない。また，提出があった場合で
も，計画相談支援給付費の報酬の対象とならない。
　ただし，地域生活支援事業の利用等に伴い，支援内容に影響
のある目標や生活課題等の大きな変更があり，早急にサービ
ス等利用計画の変更が必要となる場合は，支給決定機関と事
前相談のうえ継続サービス利用支援（モニタリング，サービス利
用支援に準じた手続（※）による計画変更等）を実施し，継続
サービス利用支援を算定することとなる（変更後の計画につい
ては，情報共有の必要性から，支給決定機関へも提出いただ
く。）。
　一方，目標や生活課題に大きな変更がなく，早急にサービス
等利用計画の変更が必要ない場合は，関係機関へ連絡調整の
うえ，変更内容については基本的に次回の継続サービス利用
支援やサービス利用支援のタイミングで反映させることで差し
支えない（この関係機関への連絡調整については，基本相談支
援として実施されるものであり，報酬は発生しない。また，継続
サービス利用支援やサービス利用支援のタイミングでなく，基
本相談支援として修正等を行うことも可能であるが，その場合
は報酬は発生しない。）。

　※サービス利用支援に
準じた手続：支給決定機関
へのサービス等利用計画
案の提出等を除くサービス
利用支援の手続（サービス
担当者会議，サービス等
利用計画作成（利用者の
同意要）等）
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜支給決定＞

類型 出典 質問 答 備考

1
計画相談支
援給付費の
支給期間

京都市
　計画相談支援給付費の支給期間
の考え方如何。

　京都市においては，基本的に以下のとおり。
＜計画相談支援の新規申請の場合＞
　　サービス等利用計画案の作成日～最長の障害福祉サービ
ス等の支給期間の範囲内
＜計画相談支援の更新申請の場合＞
　　更新する障害福祉サービス等の支給開始日～最長の障害
福祉サービス等の支給期間の範囲内

　サービス等利用計画案・
計画（確定版）の作成日は
当該計画案・計画（確定
版）に本人同意（※）を得た
日を記載すること。
※　計画相談支援の契約
の代理権を持つ成年後見
人等が付いている場合，
サービス等利用計画案・計
画（確定版）の作成日は当
該計画案・計画（確定版）
に成年後見人等から同意
を得た日を記載すること。

2
緊急時で，
計画作成が
遅れる場合

京都市
　緊急の支援の必要がある場合で，
サービス等利用計画案の作成が遅
れる場合の対応はどうなるのか。

　緊急の支援の必要性がある場合には，一旦サービス等利用
計画案に基づかない支給決定（みなし決定，支給期間は３箇月
以内）を行うこととし，みなし決定の期間内に計画案の提出を求
めることとする。

3

やむを得ず
計画案が提
出されない
場合

240306国ＱＡ

　サービス等利用計画案等（指定特
定・障害児相談支援事業者以外の
者が作成するサービス等利用計画
案を含む。）の提出について，申請
者からの理解が得られない場合に
は，計画案の提出なしに支給決定を
行うことは可能か。

　サービス等利用計画案等が提出されない場合には，やむを得
ず計画案なしに支給要否決定を行うこととなる。
　しかしながら，申請者に対し，計画案の作成の必要性につい
て理解を求められたい。

左記は削除
（経過措置終了後の平成２
７年４月以降は，原則，
サービス等利用計画案な
しに支給決定を行うことは
できない。）

3
支給決定機
関への契約
内容の報告

京都市

　指定障害福祉サービス事業者（居
宅介護や生活介護等）が利用者と契
約した場合，支給決定機関へ契約
内容報告書を提出することとされて
いるが，指定特定相談支援事業者
が利用者と計画相談支援について
契約した場合，契約内容報告書の
提出は必要か。

　障害福祉サービス等の申請時，既に契約する指定特定相談
支援事業者が決まっていることが想定されるため，本市におい
ては，介護給付費等申請書上の項目として指定特定相談支援
事業所名を記載することとしている。このため，当該申請書にお
いて契約する指定特定相談支援事業者が支給決定機関へ知ら
されており，改めて契約内容報告書の提出は求めない。

4

契約する指
定特定相談
支援事業者
の変更

京都市
　指定特定相談支援事業者を変更
する場合の手続はどうなるのか。

①指定特定相談支援事業者を変更する場合，障害福祉サービ
ス受給者証（ピンク色）を添えて，介護給付費等申請書により変
更申請を行う。利用者は，支給決定機関に介護給付費等申請
書（余白に事業者を変更する旨を記載）及び障害福祉サービス
受給者証を提出する。
②支給決定機関は，障害福祉サービス受給者証の指定特定相
談支援支援事業者名を変更し，申請者に交付する。

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜サービス利用支援＞

類型 出典 質問 答 備考

1

変更決定を
伴うが，軽
微な変更の
場合

京都市

　支給量の変更等により支給決定機
関における変更決定を伴う場合で，
変更の内容が軽微でも支給決定機
関へサービス等利用計画案の提出
が必要か。
例）①就労継続Ｂ　通所に慣れてき
たため，支給量月18日→23日
　②入浴のための身体介護　ＡＤＬ低
下により1回1時間→1.5時間にする
ため，支給量月30時間→45時間

　支給決定機関への申請を伴って支給量を変更する必要があ
るが，「目標や生活課題」等に大きな変更がない場合は，支給
決定機関に事前に相談のうえ，変更決定に際してのサービス等
利用計画案の提出を省略できることとする（障害福祉サービス
の支給変更申請自体は必要）。この場合，サービス利用支援の
一連の行為を行わないため，サービス利用支援費は算定でき
ない。ただし，モニタリングの結果，この軽微な支給量変更が必
要となった場合は，継続サービス利用支援費は算定できる。ま
た，継続サービス利用支援以外のタイミングで必要となった「目
標や生活課題」等に大きな変更がない軽微な支給量変更であ
る場合は，関係機関への連絡調整のうえ，変更内容について
は基本的に次回の継続サービス利用支援やサービス利用支援
のタイミングで反映させることで差し支えない（この関係機関へ
の連絡調整については，基本相談支援として実施されるもので
あり，報酬は発生しない。また，継続サービス利用支援やサー
ビス利用支援のタイミングでなく，基本相談支援として計画の変
更を行うことも可能であるが，その場合は報酬は発生しな
い。）。

2

変更決定を
伴わない
が，計画を
変更する場
合

京都市

　継続サービス利用支援以外のタイ
ミングで，「利用する曜日や時間帯，
事業所」「目標や生活課題」等の変
更など，支給決定機関における変更
決定を伴わない内容でサービス等利
用計画を変更する場合の手続はどう
なるのか。

　継続サービス利用支援以外のタイミングで「利用する曜日や
時間帯，事業所」や「目標や生活課題」等の変更が必要となっ
た場合は，それぞれ以下の手続が必要となる。
①「利用する曜日や時間帯，事業所」の変更
　関係機関への連絡調整のうえ，変更内容については基本的
に次回の継続サービス利用支援やサービス利用支援のタイミン
グで反映させることで差し支えない。この関係機関への連絡調
整については，基本相談支援として実施されるものであり，報酬
は発生しない。（継続サービス利用支援やサービス利用支援の
タイミングでなく，基本相談支援として計画の変更を行うことも可
能であるが，その場合は報酬は発生しない。）
②「目標や生活課題」等①以外の変更
　支援内容に影響があり，早急に計画の変更が必要な場合は，
支給決定機関と事前相談のうえ継続サービス利用支援（モニタ
リング，サービス利用支援に準じた手続（※）による計画変更
等）を実施し，継続サービス利用支援費を算定することとなる。
　なお，変更後の計画については，情報共有の必要性から，支
給決定機関へも提出いただく。
　支援内容に影響がなく，早急に計画の変更が必要ない場合
は，上記①と同様の取扱いとなる。

※　支給決定機関への
サービス等利用計画案の
提出等を除くサービス利用
支援の手続（サービス担当
者会議，サービス等利用
計画作成（利用者の同意
要）等）

3

前回の支給
決定から次
回の更新ま
での期間が
短い場合

京都市

　サービス等利用計画案を提出して
支給決定した後，次回の更新時期ま
での期間が短い場合，計画案の提
出は必要か。
例）①「障害支援区分とサービスの
支給決定期間」や「ＡサービスとＢ
サービスの支給決定期間」にズレが
あり，次回の更新時期までの期間が
短い場合
②もともとの更新時期の直前に支給
量変更等の変更申請がされ，計画
案を提出したばかりの場合

　直近でサービス等利用計画案を提出して支給決定を受けた
後，利用状況に全く変更を伴わずに更新決定を行う場合は，支
給決定機関に事前に相談のうえ，計画案の提出がなくても当該
更新決定を行うことができることとするが，障害福祉サービス等
の支給期間の終期月に継続サービス利用支援を行ったうえで，
指定特定相談支援事業者から計画案に変更がない旨を支給決
定機関に連絡されたい。この場合，サービス利用支援の一連の
行為を行わないため，サービス利用支援費は算定できず，継続
サービス利用支援費を算定することとなる。
　なお，「直近」とは概ね３箇月以内とし，直近でサービス等利用
計画案を提出したのがそれより前になる場合は，更新決定時に
は通常どおり計画案の提出が必要になる。

4

１８歳に到
達したこと
により支給
決定が必要
な場合

京都市
　１８歳到達時には障害福祉サービ
スの更新が必要になるが，サービス
等利用計画案の提出は必要か。

　原則，計画や支給内容の変更の有無にかかわらず，障害福
祉サービスの支給期間の終期月におけるモニタリング及びサー
ビス等利用計画案の作成，サービス担当者会議などサービス
利用支援の一連の流れが必要とされる。
　ただし，上記「３　前回の支給決定から次回の更新までの期間
が短い場合」の取扱いはこれにおいても適用できる。

　サービス等利用計画案，
計画，モニタリング報告書
においては，１８歳到達前
であれば保護者の同意，
到達後であれば本人の同
意が必要となる。
　また，契約については，１
８歳以上２０歳未満の未成
年の場合，未成年者本人
が法定代理人（親権者及
び未成年後見人）の同意
を得て事業者と契約する
方法と，法定代理人が未
成年者に代わって事業者
と契約する方法がある。

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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類型 出典 質問 答 備考

5
サービス担
当者会議

260227国通
知
京都市

　サービス利用支援においては，支
給決定後にサービス担当者会議を
開催し，サービス等利用計画の内容
について説明を行うとともに，担当者
から，専門的な見地からの意見を求
めることとされているが，必ずサービ
ス担当者会議を開催しなければなら
ないのか。

　原則として，関係者全員が参加のうえでサービス担当者会議
を開催する必要がある。ただし，次のいずれの要件も満たして
いれば，サービス担当者会議を開き直す必要はなく，会議の開
催に代えることができることとする。
①各関係事業所の担当者に参加を求めても日程が合わない等
により，やむを得ず関係者全員参加の会議が開催できない。
②出席できない各関係事業所の担当者に電話，ＦＡＸ，メール等
で連絡し，担当者への説明及び意見聴取を行い，さらに書面で
連絡日時，事業所名，対応者名，説明内容，聴取した意見が記
録されている。

6
サービス担
当者会議

京都市
　サービス担当者会議への参加を求
める「担当者」は，どの範囲までか。

　当該利用者にサービス提供している障害福祉サービス事業
者・施設，地域生活支援事業者等を基本とする。
　必要に応じて，その他の関係機関（病院，訪問看護，区役所・
支所職員，学校，ボランティア等）へも参加を求めることとする。

7
サービス担
当者会議

京都市
　サービス等利用計画案作成時に
サービス担当者会議を行ってもよい
か。

　サービス担当者会議は支給決定後，サービス等利用計画確
定前に行うことを基本とするが，必要に応じて，計画案作成時
に開催してもよい。
　ただし，支給決定内容を踏まえサービス等利用計画案の内容
が変わる場合（利用者等の希望による軽微な変更（サービス提
供日時の変更等）を除く）は，再度サービス担当者会議の開催
等によりサービス提供事業者等へ変更後の計画案の内容説明
及び意見聴取を行ったうえで，計画（確定版）を作成すること。
　また，サービス等利用計画案作成時から関係事業所に変更
があった場合，変更後の事業所へのサービス等利用計画案の
内容説明及び意見聴取を行ったうえで，計画（確定版）を作成
すること。

　サービス等利用計画案
から変更なく計画確定と
なった場合は，計画案を交
付した関係事業所への計
画（確定版）の交付を省略
できる。ただし，サービス等
利用計画案の内容で確定
した旨をサービス担当者会
議の参加者に連絡し，全て
の関係事業所が計画（確
定版）の内容を把握できる
ようにすること。
　また，利用者等の希望に
よる軽微な変更（サービス
提供日時の変更等）があっ
た場合は，変更内容を反
映したサービス等利用計
画（確定版）をサービス担
当者会議の参加者にも交
付すること。

8
計画におけ
る本人同意

260227国通
知
京都市

　サービス等利用計画案や計画（確
定版）の内容について，利用者又は
その家族に対して説明し，署名又は
押印により利用者等の同意を得るこ
とが必要とされているが，居宅等へ
の訪問は必要か。また，電話による
同意の確認でもよいか。

　サービス等利用計画案や計画（確定版）の内容については
「文書により利用者等の同意を得ること」が必須とされている。
居宅等への訪問は必須ではないため，利用者等の意向が正確
に確認できることを前提として，郵送や補助職員の代行等によ
り同意を得ることは可能である。
　また，「電話等の口頭のみの確認」は認められないが，ＦＡＸや
メール等書面として残る媒体で同意が取れていればよいことと
する。この場合，同意が取れていることが分かる書面を計画案
や計画（確定版）に添付のうえ，支給決定機関へ提出すること。
　なお，郵送等による同意の場合においても，サービス等利用
計画案や計画（確定版）の内容を利用者等に対して説明し，理
解していただく必要があるので，状況に応じて相談支援専門員
が電話や電子メール等で利用者等とやりとりを行うこと。

9
計画におけ
る本人同意

京都市

　サービス等利用計画案や計画（確
定版）の内容について，利用者又は
その家族に対して説明し，署名又は
押印により利用者等の同意を得るこ
とが必要とされているが，視覚障害
等の利用者が署名又は押印ができ
ない場合，代筆でもよいか。

　利用者が署名又は押印できない場合は，サービス等利用計
画案等の内容を利用者等へ説明し，同意を得たうえで代筆によ
る記名押印又は押印とすることは差し支えない。この場合は，
代筆である旨がわかるよう代筆者の記名が必要。

10
計画におけ
る本人同意

京都市
　成年後見人が付いている利用者の
場合は，利用者と成年後見人の両
方の署名又は押印が必要か。

　基本的には，利用者と成年後見人の両方からの署名又は押
印が必要である。
　なお，補助人・補佐人が付いており，その補助人・補佐人が計
画相談支援の契約の代理権を持っている場合は，その補助人・
補佐人の署名又は押印が必要である。
　ただし，やむを得ず本人から署名又は押印を得ることができな
い場合には，その成年後見人等からの署名又は押印で足りる。

11
アセスメント
様式

京都市
　アセスメント様式について，事業所
独自の様式でもよいのか。

　アセスメント様式については様式は問わないため，事業所独
自の様式で構わない。

12

アセスメント
（モニタリン
グ）におけ
る訪問面接

京都市

　アセスメントやモニタリングにおい
ては，利用者の居宅等を訪問し，面
接することとされているが，必ず利用
者と直接対面することが必要か。電
話やメール等での意見聴取でもよい
のか。

　必ず利用者と直接対面する必要がある。電話やメール等のみ
で，利用者本人と面談していない場合には，計画相談支援給付
費の報酬は算定できない。
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類型 出典 質問 答 備考

13

アセスメント
（モニタリン
グ）におけ
る訪問面接

京都市

　アセスメントやモニタリングにおい
ては，利用者の居宅等を訪問し，面
接することとされているが，必ず居宅
の訪問が必要か。施設入所者や入
院中の利用者についても，居宅，つ
まり自宅への訪問が必要か。

　「居宅等」とは，「当該利用者が現に日々の生活拠点としてい
る現住地」とし，自宅やグループホーム，入所中の施設や入院
中の病院などを指す。原則として，これら生活拠点を訪問し，生
活環境の把握を行う必要がある。

　短期入所先に長期的に
滞在している場合は，短期
入所先を訪問すること。た
だし，その旨書面で記録し
ておくこと。

14

アセスメント
（モニタリン
グ）におけ
る訪問面接

京都市
　利用者が居宅等への訪問を拒否し
ている場合でも必ず訪問が必要か。

　原則として，居宅等を訪問する必要がある。ただし，次のいず
れの要件も満たしていれば，居宅等への訪問に代えることがで
きることとする。
①利用者自身や家族が居宅等への訪問を拒否しており，利用
者の意向を無視した訪問により相談支援やサービス利用に悪
影響を及ぼす可能性がある場合など，指定特定相談支援事業
者の責ではなく，やむを得ず訪問ができない。
②居宅等以外の場所での面接となった理由について，書面で
記録されている。

15
計画案から
計画が変更
となる場合

京都市

　支給決定を経て，サービス担当者
会議の開催等をした結果，計画確定
前に，支給量の変更が必要となり
サービス等利用計画案が変更となっ
た場合はどうするのか。

　基本的に，支給量変更について反映したサービス等利用計画
案の提出と，障害福祉サービスの支給変更申請を行い，再度
支給決定を受ける必要がある。
　この場合，サービス等利用計画案を二回作成したことになる
が，計画が確定するのは再度の支給決定後となり，報酬はサー
ビス等利用計画（確定版）に本人同意を得た月を実施月として
サービス利用支援費（１回分）を請求することとなる。
　なお，Ｐ７「１　変更決定を伴うが，軽微な変更の場合」と同様
に，「目標や生活課題」等に大きな変更がない場合は，支給決
定機関に事前相談のうえ，変更決定に際しての変更後のサー
ビス等利用計画案の提出を省略できることとし（障害福祉サー
ビスの支給変更申請は必要），計画(確定版）作成時に変更内
容を反映させることとする。

　支給決定に関わらない
サービス等利用計画案の
変更は，計画（確定版）作
成時に変更内容を反映さ
せることで足りる。

16
支給取消す
る場合

京都市

　Ａ障害福祉サービスとＢ障害福祉
サービスを利用していたが，Ａ障害
福祉サービスのみの利用がなくなり
支給決定の取消をする場合のサー
ビス等利用計画の変更の手続はど
うなるのか。

　Ｐ７「２　変更決定を伴わないが，計画を変更する場合」の②と
同様の取扱いとなる。
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜継続サービス利用支援＞

類型 出典 質問 答 備考

1
モニタリン
グの起算
月・終期月

京都市
　モニタリングの起算月，終期月は
どう考えるのか。

＜起算月＞
　提出したサービス等利用計画案を参考に支給決定された障
害福祉サービス等の支給期間の開始月を起算月（＝ひと月目）
とする。
＜終期月＞
　計画相談支援給付費の支給期間の終期月＝障害福祉サービ
ス等の支給期間の終期月であり，障害福祉サービス等の終期
月にはモニタリングを実施する。モニタリングの結果，障害福祉
サービス等を更新する場合は，一連の流れでサービス利用支
援を行う（報酬はサービス利用支援のみを算定する）。

例１）障害福祉サービス等の支給期間　26.1～26.12
　　　モニタリング期間　6箇月ごと
　　　モニタリング実施月　26.6月（起算月から6箇月目），26.12
月（終期月）
例２）障害福祉サービス等の支給期間　26.4～26.12
　　　モニタリング期間　6箇月ごと
　　　モニタリング実施月　26.9月（起算月から6箇月目），26.12
月（終期月）

　250222国Ｑ＆Ａにおいて
は，障害福祉サービス等
の支給期間の終期月とモ
ニタリングの最終月が一致
しない場合，「モニタリング
の最終月を障害福祉サー
ビス等の支給期間の終期
月に設定し，そこから遡っ
てモニタリング月を設定さ
れたい」とされているが，本
市においては，サービス等
利用計画の評価を行うた
めには障害福祉サービス
等の利用開始時を起点に
モニタリングを行うことが重
要であるとの観点から，左
記の取扱いとするもの。
　なお，国の取扱いのとお
り，終期月からの遡りによ
り設定されたモニタリング
実施月を適用することを不
可とするものではない。

2
モニタリン
グの実施月

京都市
　モニタリングの実施月はどう考える
のか。

　新規（更新）決定した障害福祉サービス等の支給期間の開始
月を起算月として，受給者証に記載されたモニタリングの実施
期間ごとに行う。ただし，月の途中に支給決定した場合は，支
給期間の開始月の翌月を起算月とする。
例）居宅介護の支給期間　26.4.1～27.3.31
　　生活介護の支給期間　26.4.1～29.3.31
　　計画相談支援の支給期間　26.3.15～29.3.31（サービス等利
用計画案の作成日～最長の障害福祉サービス等の支給期間の範
囲内）
　　　モニタリング期間　6箇月ごと
　　　モニタリング実施月　26.9月，27.3月（居宅介護を更新する
場合はモニタリングと一連の流れでサービス利用支援を実施），
27.9月，…，29.3月

3
モニタリン
グ期間の設
定

250222国ＱＡ
　モニタリング期間の設定について
の考え方如何。

　モニタリング期間については，障害者等の心身の状況，環境，
生活課題，援助方針，サービスの種類・内容・量などを勘案して
定める必要がある。具体的には，指定特定相談支援事業者
が，サービス等利用計画案において，個々のサービスの効果・
必要性を判断すべき時期を設定したうえでモニタリング期間の
提案をしたものを踏まえ，市町村が設定する。
　一般的には，状態が不安定で障害福祉サービス事業者等と
の連絡調整等を頻回に行わなければならない場合等はモニタリ
ング期間が短くなることが想定され，逆に，状態が安定している
場合等はモニタリング期間が長くなることが想定される。

　本市においては，モニタ
リングの判断基準表を作
成している。

4

サービス利
用がない場
合のモニタ
リング

250222国ＱＡ

　障害福祉サービス等の支給決定
は受けたものの，実際の障害福祉
サービス等の利用がなかった場合で
も，モニタリング月に継続サービス利
用支援を行うのか。

　障害福祉サービス等の利用がない場合でも，モニタリング月
には継続サービス利用支援を行い，状況を把握したうえでサー
ビス内容の変更等が必要かを判断することとなる。

5

サービス利
用が遅れた
場合のモニ
タリング

京都市

　障害福祉サービス等の利用開始
が当初から遅れてしまった場合，モ
ニタリングの起算月も遅らせるの
か。

　障害福祉サービス等の利用開始が当初から遅れてしまった場
合も，モニタリングの起算月は遅らせず，障害福祉サービスの
支給期間の開始月を起算月（＝ひと月目）とする。（月の途中に
支給決定した場合は，支給期間の翌月を起算月とする。）

6
支給変更後
のモニタリ
ング

京都市
　障害福祉サービスの支給変更をし
た場合，モニタリング起算月は変わ
るのか。

　基本的に，モニタリング起算月は変わらない。

7

計画（確定
版）未作成
者へのモニ
タリング

京都市

　サービス等利用計画案の提出後，
支給決定がされたが，計画（確定
版）作成の段階で，本人の体調や意
向の変更等により，計画（確定版）作
成に至らなかった場合，継続サービ
ス利用支援は実施するのか。

　計画相談支援は，制度上計画（確定版）の作成を前提として
継続サービス利用支援を行うものとなっているため，計画（確定
版）が未作成の場合には継続サービス利用支援は実施できな
い。
　継続サービス利用支援を実施するためには，遅れても計画
（確定版）を作成することが必要となる。

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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類型 出典 質問 答 備考

8

途中入院し
た利用者へ
のモニタリ
ング

京都市

　計画相談支援で毎月モニタリング
を実施することになっている利用者
が，途中で３箇月入院した場合でも
モニタリングを毎月行う必要はある
か。

　入院中でもモニタリングは可能なため実施する。モニタリング
の結果や入院の長期化等により，モニタリング期間の変更や障
害福祉サービス等の支給継続の要否等について判断すること
となる。

　面会謝絶であるなど，モ
ニタリングを実施できな
かった場合は，その理由を
記録しておくこと。

9
転出する利
用者へのモ
ニタリング

京都市
　市外へ転出することになった利用
者に対して転出前にモニタリングを
行う必要はあるか。

　転出する月がモニタリング月となっている場合はモニタリング
を行うことになるが，モニタリング月でない場合は，支給決定機
関に事前相談のうえ，本人の状況からモニタリングが必要であ
ると判断される場合はモニタリングを実施することになる。モニ
タリングを実施した場合は継続サービス利用支援費を算定でき
る。

10

障害福祉
サービス等
を支給取消
する者への
モニタリン
グ

京都市

　就労移行支援を利用していたが，
一般企業への就職が決まり，就労移
行支援を支給取消することとなった。
就労移行支援を支給取消すると障
害福祉サービス等の利用はなくな
る。就労移行支援の支給取消に当
たり，モニタリングを行う必要はある
か。

　支給取消する月がモニタリング月となっている場合はモニタリ
ングを行うことになるが，モニタリング月でない場合は，支給決
定機関に事前相談のうえ，本人の状況からモニタリングが必要
であると判断される場合はモニタリングを実施することになる。
モニタリングを実施した場合は継続サービス利用支援費を算定
できる。

11
モニタリン
グ期間の変
更

京都市
モニタリング期間のみを変更する場
合の手続はどうなるのか。

①モニタリング期間を変更する場合，モニタリング期間を変更し
たサービス等利用計画（※）と障害福祉サービス受給者証（ピン
ク色）を添えて，介護給付費等申請書により変更申請を行う。利
用者は，支給決定機関に介護給付費等申請書（余白にモニタリ
ング期間を変更する旨を記載），モニタリング期間を変更した
サービス等利用計画及び障害福祉サービス受給者証を提出す
る。
②支給決定機関は，障害福祉サービス受給者証のモニタリング
期間を変更し，申請者に交付する。

　なお，モニタリング期間を変更した場合は，基本的に前回モニ
タリング実施月の翌月から新たなモニタリング期間ごとに起算し
てモニタリングを実施する。

※　計画作成日の欄に計
画変更日平成○年○月○
日と記載するなどして計画
変更（モニタリング期間変
更）時点がわかるように
し，モニタリング期間欄に
新たなモニタリング期間を
記載し，本人同意を得る。
週間計画表の内容に変更
がなければ週間計画表の
提出は省略可能。（現行の
サービス等利用計画に計
画変更日・新たなモニタリ
ング期間が分かるよう手書
き修正する形でもよいが，
本人同意は改めて得るこ
と。）

11



計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜報酬請求＞

類型 出典 質問 答 備考

1

計画相談支
援給付費の
基本的な考
え方

250222国ＱＡ
京都市

　計画相談支援給付費の算定に当
たっての基本的な考え方如何。

※下線は，本市の補足である。
＜原則＞
　サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は，月額
報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支
援費については1,611単位，継続サービス利用支援費について
は1,310単位しか算定することはできない。
　障害福祉サービス等の終期月等に，継続サービス利用支援
を行った結果，その後同一の月にサービス利用支援を一連の
流れで行った場合は，計画作成のアセスメントのプロセスをモニ
タリング（継続サービス利用支援）で行えているため，継続サー
ビス利用支援費は算定せず，サービス利用支援費のみを算定
する。また，この場合に継続サービス利用支援とサービス利用
支援が月をまたいだ場合も同様に継続サービス利用支援費は
算定せず，サービス利用支援費のみを算定する。
＜例外＞
　支給決定機関に事前協議を行ったうえで，サービス利用支援
を行った後，同一の月に継続サービス利用支援を行った場合
は，サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方
を算定できる。この場合，2,921単位の請求コードを用いることと
なる。
　なお，支給決定機関への事前協議日を記録しておくこと（事業
所独自の判断で行った場合は認められない）。

2
サービスが
不支給決定
された場合

240306国ＱＡ
　障害福祉サービス等の申請が却
下された場合は，計画相談支援給
付費等は支給されないのか。

　お見込みのとおり。

3
サービス利
用支援の実
施月

250222国ＱＡ
　計画相談支援給付費（サービス利
用支援費）が発生する時点は，いつ
か。

※下線は本市の補足である。
　計画相談支援給付費（サービス利用支援費）が発生するの
は，市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に，
サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し，
利用者から文書により同意を得た時点である。

　サービス等利用計画案で
はなく，支給決定後に計画
（確定版）として本人同意
を得た月を実施月とする。

4
サービス利
用支援の請
求月

250222国ＱＡ
京都市

　サービス利用支援は，サービス等
利用計画を作成した日が属する月
分として翌月に請求するのか。

※下線は本市の補足である。
　お見込みのとおり。
例）サービス等利用計画案の作成　4月10日
　　障害福祉サービスの支給決定　4月30日
　　障害福祉サービスの支給期間　5月1日～
　　計画（確定版）作成　5月10日に本人同意を得る
→この場合，計画（確定版）に本人同意を得た5月を実施月とし
て6月に請求する。

　サービス等利用計画案で
はなく，支給決定後に計画
（確定版）として本人同意
を得た月が実施月となる。

5
サービス利
用支援の請
求月

京都市

　成年後見人が付いている場合に，
サービス等利用計画（確定版）に本
人及び成年後見人からの同意を得
たが，同意を得た月が違う場合，ど
ちらの同意を得た月を実施月として
サービス利用支援費を請求すれば
よいのか。

　成年後見人が付いている場合は，成年後見人からの同意を
得た月を実施月としてサービス利用支援費を請求する。
　なお，補助人・補佐人が付いており，その補助人・補佐人が計
画相談支援の契約の代理権を持っている場合は，その補助人・
補佐人からの同意を得た月を実施月としてサービス利用支援
費を請求することとなる。

　左記の様に計画相談支
援の契約の代理権を持つ
成年後見人等が付いてい
る場合，サービス等利用計
画案・計画（確定版）の作
成日は当該計画案・計画
（確定版）に成年後見人等
から同意を得た日を記載
すること。

6

モニタリン
グの結果，
計画変更等
を伴わな
かった場合

240306国ＱＡ

　モニタリングの結果，サービス等利
用計画等の変更や新たな支給決定
等に係る勧奨が必要ない場合であっ
ても，継続サービス利用支援（・継続
障害児支援利用援助）の報酬は算
定できるか。

　算定できる。

7

モニタリン
グの結果，
モニタリン
グ期間の変
更のみを
行った場合

京都市

　モニタリングの結果，支給決定の
内容は変更せず，モニタリング期間
の変更のみ行った場合，サービス利
用支援費は請求できるか。

　モニタリングの結果，モニタリング期間の変更のみを行った場
合は，サービス利用支援費は請求できず，継続サービス利用支
援費の対象となる。
　なお，モニタリングの結果，サービス利用支援費が給付される
のは，障害福祉サービス等の申請（新規・変更・更新）が行わ
れ，サービス利用支援を行ったときに限られる。

8

利用者が死
亡した場合
（文書によ
る同意を得
られなかっ
た場合）

250222国ＱＡ

　指定特定相談支援事業者がサー
ビス等利用計画案の作成はしたが，
サービス等利用計画を作成し，利用
者から文書により同意を得る前に利
用者が死亡した場合は，サービス利
用支援費の算定は可能か。

　サービス利用支援費の算定はできない。

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。

12



類型 出典 質問 答 備考

9

同一月に
サービス利
用支援を複
数回行った
場合

250222国ＱＡ

　障害福祉サービスの利用に係る支
給決定を受け，サービス利用支援を
行った直後に，利用者の心身の状
況の急変や転居による環境の変化
等により，新たな障害福祉サービス
等の申請又は支給決定の変更の申
請を行うことが必要となり，同一の月
にサービス利用支援を２回行うことと
なった場合，同一の月にサービス利
用支援費を２回分算定してもよい
か。

　サービス利用支援費は，月額報酬のため，同一の月に複数
回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。

　同一月に継続サービス
利用支援を複数回行った
場合についても，月額報酬
のため，1,310単位しか算
定することはできない。

10

同一月に継
続サービス
利用支援と
サービス利
用支援を
行った場合

250222国ＱＡ

　継続サービス利用支援を行った直
後に，利用者の心身の状況の急変
や転居による環境の変化等により，
新たな障害福祉サービス等の申請
又は支給決定の変更の申請を行う
ことが必要となり，同一の月に継続
サービス利用支援とサービス等利用
支援を行うこととなった。
　継続サービス利用支援とサービス
利用支援を一連の流れで行ったわ
けではないので，継続サービス利用
支援費及びサービス利用支援費の
両方を算定してもよいか。

　同一の月に継続サービス利用支援を行った後に，サービス利
用支援を行った場合は，継続サービス利用支援費は算定せ
ず，サービス利用支援費のみを算定する。

11

同一月に継
続サービス
利用支援と
サービス利
用支援を
行った場合

250222国ＱＡ

　障害福祉サービスの体験利用（短
期間）を行うための支給決定に係る
サービス利用支援を行った後，同一
の月に当該支給決定等に係るサー
ビスの利用状況を検証するための
継続サービス利用支援を行い，その
結果支給決定等の更新等の申請が
なされ，同一の月に当該申請に係る
サービス利用支援を行った場合に
は，計画相談支援費の算定はどの
ように行うこととなるのか。

　同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行う
ことと市町村が決定した者については，サービス利用支援費と
継続サービス利用支援費を算定する。
　さらに，同一の月にサービス利用支援を行った場合であって
も，サービス利用支援費は月額報酬のため，サービス利用支援
を行った回数分請求することはできない。

12

支給期間が
異なるサー
ビスがある
場合の計画
作成

京都市

　生活介護（支給期間３年）と居宅介
護（支給期間１年）の支給決定を受
けている方について，計画相談支援
の支給期間を最長の生活介護に合
わせて３年とした場合，居宅介護の
支給決定の更新月にモニタリングを
した結果，支給内容に変更なく更新
を行った場合，報酬はサービス利用
支援費と継続サービス利用支援費
のどちらを算定するのか。

　生活介護と居宅介護の併給者で居宅介護のみの更新の際
も，サービス等利用計画案の作成，サービス担当者会議など
サービス利用支援の一連の流れが必要である。当該月は，モ
ニタリングを行ったうえでサービス利用支援を行い，サービス利
用支援費のみを算定することとなる。これは，居宅介護のみの
受給者が毎年更新する際に，計画や支給内容に変更の有無に
かかわらず，モニタリングのうえサービス利用支援の一連の流
れが必要とされることと同じである。

13
契約事業所
を変更した
場合

京都市

　障害福祉サービス等の申請（新
規・変更・更新）をする必要がなく，
サービス利用支援を行わない月に
契約変更した場合は，契約変更前
の指定特定相談支援事業者から
サービス等利用計画を引き継ぎ，そ
の計画に関してモニタリング月ごと
に継続サービス利用支援を行うこと
でよいか。

　お見込みのとおり。
　なお，契約事業所を変更する場合には，支給決定機関へ介護
給付費等申請書により変更申請を行う必要がある（Ｐ６「４　契
約する指定特定相談支援事業者の変更」参照）。

14
契約事業所
を変更した
場合

250222国ＱＡ

　指定特定相談支援事業者の廃止
や利用者の市町村内の転居等によ
り，別の指定特定相談支援事業者
に契約変更した場合であって，契約
変更後の指定特定相談支援事業者
が，契約変更前の指定特定相談支
援事業者からサービス等利用計画
を引き継ぎ，利用者の状況を把握す
るため利用者と面接したりサービス
担当者会議を行う等モニタリングを
行った場合に，継続サービス利用支
援費を算定することは可能か。

　契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月で
はない月に継続サービス利用支援を行う場合には，市町村に
報告し，モニタリング期間の変更を行ったうえで継続サービス利
用支援費を算定することは可能である。
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類型 出典 質問 答 備考

15
契約事業所
を変更した
場合

250222国ＱＡ
京都市

　障害福祉サービス等の支給決定
の終期月等において継続サービス
利用支援を行った後に，別の指定特
定相談支援事業者が同一の月に
サービス利用支援を行った場合，契
約変更前の指定特定相談支援事業
者は継続サービス利用支援を，契約
変更後の指定特定相談支援事業者
はサービス利用支援費を算定できる
か。

※下線は，本市の補足である。
　同一の月に継続サービス利用支援を行った後に，サービス利
用支援を行った場合は，継続サービス利用支援費は算定せ
ず，サービス利用支援費のみを算定することとされているため，
契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用
支援費を算定できず，契約変更後の指定特定相談支援事業者
のみサービス利用支援費を算定する。
　なお，　継続サービス利用支援を行った結果，その後にサービ
ス利用支援を一連の流れで行った場合は，月をまたいでもサー
ビス利用支援費のみを算定することとなる。

　転出・転入を伴う契約事
業所の変更については次
のＰ14「16　契約事業所を
変更した場合」参照

16
契約事業所
を変更した
場合

250222国ＱＡ
京都市

　障害福祉サービス等の支給決定
の終期月等においてＡ指定特定相
談支援事業所が継続サービス利用
支援を行った後に，利用者が転出
し，同一の月に転出先で別のＢ指定
特定相談支援事業所がサービス利
用支援を行った場合，Ａ・Ｂ両方の指
定特定相談支援事業所が計画相談
支援給付費を算定できると考える
が，いかがか。

＜市内の転出・転入＞
　市内での転出・転入に伴い契約する指定特定相談支援事業
所が変更になっても，報酬の考え方は変わらず，同一の月に継
続サービス利用支援とサービス利用支援の両方を算定すること
はできず，サービス利用支援費のみを算定することとなる。（継
続サービス利用支援の結果，その後にサービス利用支援を一
連の流れで行った場合は，月をまたいでも，サービス利用支援
費のみを算定することとなる。）
　なお，Ａ・Ｂの事業所間で話し合ってサービス利用支援の報酬
を按分することは差し支えない。
＜市外の転出・転入＞
　市外の転出・転入に伴い支給決定を行う市町村が変わった場
合は，同一の月であっても，契約変更する前後の両方の指定特
定相談支援事業所がそれぞれ報酬算定でき，Ａが継続サービ
ス利用支援費，Ｂがサービス利用支援費を算定できる。
　この場合，Ａ指定特定相談支援事業所は，利用者の転出予定
等を事前に確認しておくべきであり，転出先のＢ指定特定相談
支援事業所に円滑に引き継げるよう配慮すること。

　市外の転出・転入に伴い
支給決定を行う市町村が
変わった場合は，障害福
祉サービス等の申請に係
るサービス利用支援を行う
こととなる。

17

計画相談支
援と障害児
相談支援の
関係

240306国ＱＡ

　障害福祉サービスと障害児通所支
援の両方のサービスを利用する障
害児については，計画相談支援と障
害児相談支援の両方を一体的に実
施することとなるが，報酬について
は，障害児相談支援のみの報酬が
算定されるという理解でよいか。

　お見込みのとおり。

18

計画相談支
援と障害児
相談支援の
関係

京都市

　障害福祉サービスと障害児通所支
援の両方のサービスを利用する障
害児について，計画相談支援と障害
児相談支援でそれぞれ異なる事業
者が計画案を作成した場合でも，報
酬については，障害児相談支援の
みの報酬が算定されるのか。

　お見込みのとおり。

19

計画相談支
援と障害児
相談支援の
関係

250222国ＱＡ

　障害児通所支援から障害福祉
サービス等に利用するサービス等が
切り替わる際に，障害児相談支援の
支給期間の終期月に指定障害児相
談支援事業者が障害児相談支援対
象保護者に対して継続障害児支援
利用援助を行い，同一の月に，指定
特定相談支援事業者が計画相談支
援対象障害者に対してサービス利用
支援を行った場合，指定障害児相談
支援事業者が継続障害児支援利用
援助費を，指定特定相談支援事業
者がサービス利用支援費を算定す
ることは可能か。

　報酬告示において「障害児相談支援対象保護者に対して，指
定計画相談支援を行った場合には，所定単位数を算定しな
い。」とされているため，同一月に指定特定相談支援事業者が
サービス利用支援費を算定することはできない。
　したがって，サービス等利用計画を作成し，利用者から文書に
よる同意を得る日を，障害児相談支援の支給期間の終期月の
翌月に属する日とすること。
　なお，この取扱いについては，指定障害児相談支援事業者か
ら指定特定相談支援事業者へケースを引き継ぐ場合も，指定
障害児相談支援事業者と指定特定相談支援事業者の両方の
指定を受けている事業者がケースを受け持つ場合も同じであ
る。

（例）

　計画相談支援において，
継続サービス利用支援を
行った結果，サービス利用
支援を一連の流れで行っ
た場合は月をまたいでも
サービス利用支援費のみ
の算定となるが，左記の場
合はこの取扱いと異なるこ
とに注意。
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜セルフプラン＞

類型 出典 質問 答 備考

1
セルフプラ
ン

240306国ＱＡ

　指定特定・障害児相談支援事業者
以外の者が計画を作成する場合の
作成主体は，誰を想定しているの
か。

　「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については，
基本的には制限はなく，本人や家族，支援者等が作成したもの
を想定している。
　なお，サービス等利用計画案等は，市町村が支給決定に当
たって勘案するものであるため，市町村の支給決定を行う担当
職員が作成することは想定していない。

2
セルフプラ
ン

250222国ＱＡ

　利用者本人が作成するサービス等
利用計画（セルフプラン）の場合も，
指定特定相談支援事業者が提出す
るものと同じ様式で提出しなければ
ならないのか。また，当事者の意向
や目標達成時期等，すべての項目
を記入しなければならないのか。支
給決定を行う市町村の裁量で，項目
を減らす等はできないのか。

　サービス等利用計画の様式は，国で示している様式例を参考
に市町村で定めることになっており，セルフプランについても市
町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可能である
が，当事者の意向や生活全般の解決すべき課題，目標達成時
期，サービスの種類・内容・量等省令で示している項目について
は省略することはできない。

　京都市でも，セルフプラ
ン用の参考様式を作成し
ているが，あくまで参考様
式であり，必要な項目（Ｐ１
「３　サービス等利用計画
案(セルフプランを含む)・計
画（確定版）の必須項目」
参照）が記載されていれ
ば，任意の様式で構わな
い。

3
セルフプラ
ン

京都市
　セルフプランを提出した場合は，モ
ニタリングは必要か。

　セルフプランを提出した場合は，モニタリング不要である。

4
セルフプラ
ン

京都市
　セルフプランにおいても，計画案・
計画（確定版）の両方の提出が必要
なのか。

　セルフプランの場合は，計画案の提出は必要であるが，支給
決定を経て確定するという考え方がないため，計画（確定版）は
不要である。

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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計画相談支援Ｑ＆Ａ（平成２８年６月）

＜更新時期の分散化＞

類型 出典 質問 答 備考

1
更新時期の
分散化

260612京都
市通知

　主に通所・入所施設に関しては，
現行体系移行時に一斉に区分認定
や障害福祉サービス支給決定を
行っていること等から，施設ごとに利
用者の更新時期が一時期に集中し
ており，指定特定相談支援事業者に
おいて，同時期にサービス等利用計
画の作成やモニタリングを行うことと
なるが，更新時期を分散化できない
か。

　本市においては，平成２６年４月の段階的対象拡大の完了を
機に，当面の措置として，障害支援区分認定及び支給決定の
期間の終期を各月に分散させるよう，取扱いを変更している。

　分散化対象等について
は，平成２６年６月１２日本
市通知「計画相談支援の
実施に伴う障害支援区分
及び障害福祉サービスの
更新時期の分散化につい
て」参照

2
更新時期の
分散化

260725京都
市ＱＡ
（計画相談支
援の実施に
伴う障害支援
区分及び障
害福祉サービ
スの更新時
期の
分散化におけ
るＱ＆Ａ（平
成２６年７
月））

　更新時期分散化により，その次の
更新まで期間が短い場合の取扱い
はどのようなものか。

　更新時期分散化により，支給決定期間が２箇月以内となるの
であれば，その次の更新までの期間がごく短いことを考慮し，そ
の次の更新分についても同時に受給者証を交付する。この場
合の申請は，１枚の申請書において，具体的な利用意向欄等
にその次の更新も申請する旨の記載があれば，更新ごとに申
請書（分散化分及びその次の更新分の２枚）がなくても差し支え
ない。
　また，この場合で，既にサービス等利用計画が作成されてお
り，利用者の状況が安定している場合は，その次の更新で計画
案の提出は求めない。また，モニタリング期間については，分散
化分及びその次の更新分ともに，利用者の状況に応じて「モニ
タリング期間の判断基準表」を基に設定する。
　
例）更新時期26年8月1日，誕生月9月の場合
　　26.8.1～26.9.30で受給者証を発行した後，同日に別途
26.10.1～27.9.30で受給者証を発行し，２枚の証を利用者に交
付する。
（更新時期26年8月1日，誕生月10月であれば，通常どおり更新
時期に更新決定を行う。）

※　支給決定期間が３箇
月以上の場合は，通常ど
おりその次の更新時に申
請が必要。（参考：サービ
ス等利用計画案について
は，前回提出から概ね３箇
月以内で計画内容に変更
がなければ，支給決定機
関に事前に相談のうえ，計
画案の提出がなくても当該
更新決定を行うことができ
る。Ｐ７「３　前回の支給決
定から次回の更新までの
期間が短い場合」参照）

3
更新時期の
分散化

260725京都
市ＱＡ
（計画相談支
援の実施に
伴う障害支援
区分及び障
害福祉サービ
スの更新時
期の
分散化におけ
るＱ＆Ａ（平
成２６年７
月））

　更新時期分散化により支給決定期
間が短くなる結果，どのようにモニタ
リングを実施する（モニタリング期間
が設定される）のか。

　モニタリング期間については，利用者の状況に応じて「モニタ
リング期間の判断基準表」を基に設定する。例えば，支給決定
期間が１年未満であっても利用者の状況からモニタリングは１
年ごとが適切な場合は，モニタリング期間を１年ごとと設定す
る。
　　ただし，これまでどおり，指定特定相談支援事業者におい
て，支給決定期間の最終月には必ずモニタリングを行う（モニタ
リングの結果，更新する場合はサービス利用支援を一連の流
れで行う）必要があり，最終月がいつであるかを把握，管理する
こと。
　
例）支給決定期間５箇月（更新時期26年8月1日，誕生日12月10
日）の場合
    最終月である５箇月目のモニタリングは必須。次回更新分の
モニタリング実施月は，障害福祉サービスの支給決定期間の開
始月を起算月とする。

　①　モニタリング期間６箇月ごとの場合

　
　②　モニタリング期間３箇月ごとの場合

※　本Ｑ＆Ａにおいて，
　　「サービス利用支援＝アセスメントを含むサービス等利用計画作成の一連の行為」
　　「継続サービス利用支援＝モニタリング＋必要な計画の見直しや事業所への連絡調整等の一連の行為」
　　「支給決定機関＝支給申請の受付窓口である福祉事務所・保健センター・発達相談所・第二児童福祉センター」
　　「障害福祉サービス等＝障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）・地域相談支援」　とします。
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類型 出典 質問 答 備考

4
更新時期の
分散化

260725京都
市ＱＡ
（計画相談支
援の実施に
伴う障害支援
区分及び障
害福祉サービ
スの更新時
期の
分散化におけ
るＱ＆Ａ（平
成２６年７
月））

　障害支援区分認定を受けている
が，区分認定を必要としないサービ
スのみ支給決定を受けている利用
者の場合，更新時期分散化はどの
時点で行うのか。

　障害支援区分認定を受けているが，区分認定を必要としない
サービスのみ支給決定を受けている継続利用者の場合，区分
の更新時期に関係なく，サービスの更新時に分散化を行う（例
１）。
　ただし，区分認定更新までに，新たに区分認定を必要とする
サービスの支給決定を受けることとなった場合は，区分認定更
新時に分散化を行う（例２）。

例１）更新時期：就労Ｂ型26年8月1日・区分27年8月1日，誕生
月１２月の場合
　26年8月1日の就労Ｂ型の更新時に分散化対象とし，支給決
定期間を26.8.1～26.12.31とする。

例２）更新時期：就労Ｂ型26年10月1日・区分27年8月1日，誕生
月12月の方で，新たに26年8月1日から居宅介護の支給決定を
受けた場合
　27年8月1日の区分更新時に分散化対象とし，区分と居宅介
護の期間の終期を誕生月とする。
　就労Ｂ型については，27年10月1日の更新時に終期を誕生月
とする。（26年10月1日の更新時に終期を区分・居宅介護の期
間と合わせ27年7月31日とすることは差し支えない。）

5
更新時期の
分散化

260725京都
市ＱＡ
（計画相談支
援の実施に
伴う障害支援
区分及び障
害福祉サービ
スの更新時
期の
分散化におけ
るＱ＆Ａ（平
成２６年７
月））

　障害支援区分認定を受ける利用者
で，障害支援区分等判定審査会で
判定された区分認定の有効期間が
３年を下回る場合にも，更新時期分
散化を行うのか。

　審査会で区分認定の有効期間が３年を下回ると判定された場
合は，更新時期分散化の対象外とする。

6
更新時期の
分散化

260725京都
市ＱＡ
（計画相談支
援の実施に
伴う障害支援
区分及び障
害福祉サービ
スの更新時
期の
分散化におけ
るＱ＆Ａ（平
成２６年７
月））

　セルフプランの利用者についても，
更新時期分散化の対象とするのか。

　セルフプランの利用者については，更新時期分散化の対象外
とする。

　支給決定機関と事前相
談のうえ，更新時期の分散
化対象とすることは可能。

7
更新時期の
分散化

260612京都
市通知

　更新時期の分散化の対象者では
あるが，これまでどおりの更新時期
を希望することはできるのか。

　支給決定機関と事前相談のうえ，支給決定機関が認めるもの
については，更新時期の分散化対象外とすることができる。

8
更新時期の
分散化

260612京都
市通知

　これまで障害福祉サービスを利用
したことがなく，新規で利用する者も
更新時期の分散化の対象か。

　障害福祉サービスを新規で４月１日から支給開始する者につ
いては，更新時期の分散化の対象であるが，それ以外の新規
利用者は対象外とする。

　支給決定機関と事前相
談のうえ，更新時期の分散
化対象とすることは可能。
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