
鳥取市障がい者地域生活支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この鳥取市障がい者地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者及び障

がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、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地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業

形態による事業を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障が

いの有無によって分け隔てられることなく、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する。 

 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は鳥取市とし、対象者、サービスの内容、利用者負担の決定等を除

き、社会福祉法人、民間事業者等に委託できるものとする。ただし、市長が認める場合は、

社会福祉法人等を実施主体とすることができるものとする。 

 

（対象者） 

第３条 事業を利用できる者は、鳥取市内に住所を有する障がい者等とする。 

 

（事業種目） 

第４条 地域生活支援事業種目として、次に掲げる事業を行う。 

（１）障がい者相談支援事業 

（２）コミュニケーション支援事業 

（３）日常生活用具給付等事業 

（４）移動支援事業 

（５）地域活動支援センター機能強化事業 

（６）訪問入浴サービス事業 

（７）日中一時支援事業 

（８）社会参加促進事業 

（９）特別支援事業 

 

（事業の実施） 

第５条 前条第 1項の事業は次により実施する。 

（１）第４条第１項第１号については、鳥取市障がい者相談支援事業実施要綱に定めるとこ

ろによるものとする。 

（２）第４条第１項第２号については、鳥取市コミュニケーション支援事業実施要綱に定め

るところによるものとする。 



（３）第４条第１項第３号については、鳥取市障がい者（児）日常生活用具給付等事業実施

要綱に定めるところによるものとする。 

（４）第４条第１項第４号については、鳥取市障がい者移動支援事業実施要綱に定めるとこ

ろによるものとする。 

（５）第４条第１項第５号については、鳥取市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱

に定めるところによるものとする。 

（６）第４条第１項第６号については、鳥取市障がい者訪問入浴事業実施要綱に定めるとこ

ろによるものとする。 

（７）第４条第１項第７号については、鳥取市障がい者日中一時支援事業実施要綱に定める

ところによるものとする。 

（８）第４条第１項第８号については、鳥取市障がい者自動車運転免許取得助成事業、鳥取

市身体障がい者自動車改造助成事業、鳥取市障がい者デイサポート事業、鳥取市障がい

者成年後見制度利用支援事業とし、実施要綱は別に定めるところによるものとする。 

（９）第４条第１項第９号については、福祉週間ふれあい広場事業、障がい者週間記念事業

等とし実施要綱は別に定めるところによるものとする。 

（10）この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要なことは別に定める。 

（給付費対象事業） 

第６条 障がい者地域生活支援給付費（以下「給付費」という。）の対象とする事業は、第

４条第１項第３号、４号、６号、７号、に掲げる事業及び同項第８号に掲げる事業のうち

デイサポート事業（以下「対象事業」という。）とする。 

 

（給付費の額） 

第７条 給付費の額は、対象事業ごとに当該対象事業に係るサービス（以下「対象サービス」

という。）に通常要する経費として、市長が別表１から別表３まで又は鳥取市障がい者（児）

日常生活用具給付等事業実施要綱別表に定める基準により算定した費用の額（その額が

現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該サービスに要し

た費用の額。以下「基準額」という。）の１００分の９０に相当する額（その額に１円未

満の端数があるときは、当該端数を切捨てた額）とする。 

２ 次条に該当する場合における給付費の額は、１００分の９０に相当する額を超え、１０

０分の１００に相当する額以下の範囲内において定めるものとする。 

３ 対象者は、基準額から前２項の規定による給付費の額を控除した額を、自ら負担しなけ

ればならない。 

４ 別表４に定めるデイサポート事業（普通入浴・生きがいサポート）においては、対象者

が自ら負担する金額をそれぞれ３００円とし、給付費の額はそれを控除した額とする。 

 

 



（対象事業ごとの負担上限額） 

第８条 対象者が同一の月に受けた対象サービス（デイサポート入浴事業を除く。）に要し

た費用の額から、前条第１項の規定により算出された当該同一の月における給付費の額

を控除して得た額が、以下の各号に掲げる額を超えるときは、同項の規定に関わらず、以

下の各号に掲げる額を当該対象者が同一の月において負担すべき金額とする。 

（１）次号から第４号までに掲げる者以外の者 ３万７千２百円 

（２）市町村民税非課税世帯に属する者（次号及び第４号に掲げる者を除く） ２万４千６

百円 

（３）市町村民税非課税世帯に属し、かつ、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合

計が８０万円以下の者（次号に掲げる者を除く） １万５千円 

（４）生活保護世帯の者 ０円 

 

（給付費の支払） 

第９条 市長は､事業者に支払うべき給付費について、対象者の同意に基づき、当該対象者

に対して対象事業を実施する事業者（以下「サービス提供事業者」という。）に直接支払

うものとする。 

２ 前項の規定によりサービス提供事業者に給付費の支払をしたときは、当該対象者に対

し給付費を支給したものとみなす。 

 

（自己負担額の負担方法） 

第１０条 第７条第３項の規定による対象者の自己負担額は、対象者がサービス提供事業

者に対して直接支払うものとする。 

 

（対象事業の利用及び給付費の受給の申請） 

第１１条 対象事業（第４条第４号、第６号、第７号、第８号のうちデイサポート事業を）

を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、鳥取市障がい者地域生活支援給付

費支給決定申請書（様式第１号）及び世帯状況等申告書（様式第２号）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 申請者は、法に基づく自立支援給付でのサービス受給申請がなされている場合は、世帯

状況等申告書の提出を省略することができる。 

 

（利用の決定等） 

第１２条 市長は、前条の規定による給付費の支給申請があった場合は、申請者に関して必

要な事項を調査したうえ、支給の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付費の支給決定をしたときは、鳥取市障がい者地域生活支

援給付費支給決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するとともに、受給者証（様



式第４号）を交付するものとする。 

３ 市長は、同条１項の規定により給付費の支給を行わないことを決定したときは、鳥取市

障がい者地域生活支援給付費不支給決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するも

のとする。 

４ 給付費の支給に係る認定期間は、第２項の決定を行った日から起算して、最初に到達す

る６月３０日までとし、対象者は、当該認定期間満了後も引き続き給付費の支給を受けよ

うとするときは、当該認定期間満了の日までに、前条の規定による給付費の支給申請を行

わなければならない。 

 

（変更の届出） 

第１３条 対象者（第４条第３号に掲げる事業の対象者を除く）は、次に掲げる事由が生じ

たときは、鳥取市障がい者地域生活支援給付費居住地等変更（要件変更・受給辞退）届出

書（様式第６号）により、速やかに市長に届出なければならない。 

（１）住所又は氏名を変更したとき 

（２）第８条各号に規定する要件に変更があったとき 

（３）給付費の支給を受ける必要がなくなったとき 

２ 市長は、前項の規定による届出があり、前項第１号及び第２号に該当する場合は、当該

届出をした者に関して必要な事項を調査した上、変更事項を受給者証に記載し交付する

ものとする。また、前項第３号に該当する場合は、受給証を回収するものとする。 

３ 対象者（第４条３号に掲げる事業の対象者を除く）は、決定した支給量を変更しようと

するとき、または対象サービスの内容を変更しようとするときは、鳥取市障がい者地域生

活支援給付費支給量変更申請書（様式第７号）を市長に届出なければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該対象者に関して必要な事項を調査

した上、鳥取市障がい者地域生活支援給付費支給量変更決定（不承認）通知書（様式第８

号）により通知するとともに、変更決定した場合はその内容を受給者証に記載し交付する

ものとする。 

 

（受給者証の再交付） 

第１４条 受給者証の損傷又は紛失等の事由により受給者証の再交付を受けようとする対

象者は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書（様式第９号）を市長に提出して、その

再交付を受けなければならない。 

 

（サービスの利用方法） 

第１５条 対象者（第４条第４号、第６号、第７号、第８号のうちデイサポート事業）は、

対象サービスを受けようとするときは、地域生活支援事業受給者証をサービス提供事業

者に提示し、当該対象サービスの利用を直接依頼するものとする。 



 

（利用料の請求） 

第１６条 サービス提供事業者（第４条第４号、第６号、第７号、第８号のうちデイサポー

ト事業のサービス提供事業者）は、対象サービスを提供した月の翌月の１０日までに、地

域生活支援給付費請求書（様式第１０号）、地域生活支援給付費明細書（様式第１１号）

及び該当するサービス種目別のサービス提供実績記録票（様式第１２－１号からまたは

様式第１２－５号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による給付費の請求が適正と認められたときは、対象サービスを提

供した月の翌々月末日までに、当該請求に係る給付費を当該サービス提供事業者に支払

うものとする。 

 

（遵守事項） 

第１７条 サービス提供事業者は、対象者に対して適切な対象サービスを提供できるよう

に、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 サービス提供事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

３ サービス提供事業者は、対象サービスの提供時に事故が発生した場合は、市長及び対象

者の家族等に直ちに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

４ サービス提供事業者は、従業者、対象サービスに係る会計及び利用者への対象サービス

の提供に関する諸記録を整備し、対象サービスを提供した日の属する年度の末日から５

年間、これを適正に保存しなければならない。 

５ サービス提供事業者及び従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た対象者に関する一

切の事項を他に漏らしてはならない。対象サービスを廃止し、又は対象サービスに従事し

なくなった後も、同様とする。 

 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、給付費の支給及び対象事業の実施に関し必要な

事項は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（鳥取県立皆成学園において対象サービスを受けた場合の特例） 

２ 第６条の規定にかかわらず、鳥取県立皆成学園において対象サービス（障がい者日中一

時支援事業に係るものに限る。）を受けた場合における対象者の自己負担額は、対象者が

市長に当該自己負担額を鳥取県に支払うことを委任した上、市長に対して支払うものと

する。 

３ 市長は、前項の規定により対象者から支払を受けた自己負担額を、第９条第１項の規定

による給付費の支払と同時に、鳥取県に対して支払うものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月１日から施行し、同年９月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

別表１ 移動支援事業サービス利用料単価表 

 30分未満 30分以上 

1時間未満 

1時間以上 

1.5時間未満 
以後 

30分毎 

個
別
移
動
支
援 

移動支援 

(身体介護を伴う場合) 
2,550円 4,040円 5,870円 900円 

移動支援 

(身体介護を伴わない場合) 
1,280円 2,100円 3,080円 800円 

時
間
帯
加
算 

午後 6時から午後 10時まで 25％に相当する額を加算する 

午後 10時から午前 6時まで 50％に相当する額を加算する 

午前 6時から午前 8時まで 25％に相当する額を加算する 

 

別表２ 訪問入浴サービス事業利用料単価表 

訪問入浴サービス（1日１回上限） 12,590円 8,813円（清拭・部分浴の場合） 

 

別表３ 日中一時支援事業サービス利用料単価表 

区 分 6時間以上 4時間以上 

6時間未満 

4時間未満 

日中受入型 4,000円 3,000円 1,500円 

単独型 5,500円 4,500円 3,500円 

医療ケア加算 10,800円 7,200円 4,500円 

送迎加算 540円（片道につき） 

入浴加算 400円／回（1日１回上限） 

 

別表４ デイサポート事業利用料単価表 

デイサポート（普通入浴） 900円／回（1日１回上限） 

デイサポート（生きがいサポート） 2,800円／回（1日１回上限、１回２時間以上） 

 

 


