
この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられる
事項を整理したものであり、今後、変更があり得るものである。

平成１７年１２月２６日

サービスコード仕様書/解説書（案）

４月～９月版  (　暫　定　版　）

☆注意☆
　
　障害者自立支援法の施行に伴い、サービスコード仕様書/解説書
　を変更する。
　尚、当該変更内容については、平成１８年４月分から９月分の
　旧体系にかかる支給（変更）決定と利用者負担（変更）決定等
　に則して作成したものである。



変更点

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

1 変更 法区分 【項目名】　法区分
【内容】　支援費対象の法を識別する区分
【備考】　※１．統合サービスコードについて
以下、法区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービスコード
と呼ぶ。

【項目名】　請求区分
【内容】　法を識別する区分
【備考】　※１．統合サービスコードについて
以下、請求区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービス
コードと呼ぶ

1 変更 区分Ａ
区分Ｂ
区分Ｃ

【備考】（※４参照）
区分Ａ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分１と
　　　　　 みなす。
区分Ｂ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分２と
　　　　　 みなす。
区分Ｃ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分３と
　　　　　 みなす。

【項目名】　請求区分
【内容】　法を識別する区分
【備考】　※１．統合サービスコードについて
以下、請求区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービス
コードと呼ぶ

2 追加 日割計算対象
区分

【備考】　空白 【備考】（※６参照）
※６．平成１８年４月以降のサービスについては、全て「０：日割計算の
対象とならない」が設定される。

3 変更 級地区分 身障、知障、児童の法区分ごとに指定居宅支援等に関する級地
区分の内容を管理

身障、知障、児童の法区分ごとに管理していた指定居宅支援等
に関する級地区分を一本化。

4 変更 法区分コード 【法区分コード】
１：　身障
２：　知障
３：　児童

【請求区分コード】
１：　身障
２：　知障
３：　児童
５：　精神

5 変更 サービス
コード

身障、知障、児童の法区分ごとにサービス内容を管理 身障、知障、児童、精神の請求区分ごとにサービス内容を管理。
※詳細は、【決定用コード - 介護給付/訓練等給付】を参照
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１サービスコードファイルレイアウト

数字 （※１参照）

サービスコード 数字 （※２参照）

事業区分 数字 （※３参照）

履歴番号 数字 履歴番号

適用開始年月日 数字 適用開始年月日

適用終了年月日 数字 適用終了年月日

サービス種類 漢字 サービス種類の名称（２０文字）

サービス内容１ 漢字 サービス内容１の名称（４０文字）

サービス内容２ 英数 サービス内容２の名称（４０文字）

サービス略称 英数 サービス内容の略式名称（２０文字）

支援費基準額 数字

区分Ａ 数字 （※４参照）

区分Ｂ 数字 （※４参照）

区分Ｃ 数字 （※４参照）

支援費基準額 数字

区分Ａ 数字 （※４参照）

区分Ｂ 数字 （※４参照）

区分Ｃ 数字 （※４参照）

特別区 数字 （※５参照）

特甲地 数字 （※５参照）

甲地 数字 （※５参照）

乙地 数字 （※５参照）

丙地 数字 （※５参照）

日割計算対象区分 英数 （※６参照）

級地区分対象区分 英数

単価使用可能区分 英数

単価算定率 英数

※１． 統合サービスコードについて

以下、法区分請求区分とサービスコードを統合させたコードを統合サービスコードと呼ぶ。

※２． サービス内容２について

市町村で上乗せや、独自のサービス・加算等を行う場合は、当区分「８１」～「９９」を用いて

新しいレコードを作成する。

注意：サービス種類、サービス内容１については、コードの変更や、レコードの追加はできないものとする。

※３． 事業区分について

支援費制度のサービスコードについては、事業区分「０」で管理する。

国の事業や、都道府県単独事業、市町村単独事業、及びやむを得ない措置等の支援費制度以外の

サービスコードを管理する場合については、事業区分「１」～「９」を用いて新たに作成する。

※４． 区分Ａ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分１とみなす。

区分Ｂ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分２とみなす。

区分Ｃ：居宅系のサービスコードの場合は、居宅生活支援費の区分３とみなす。

※５． 級地区分について

特別区、特甲地、甲地、乙地、丙地の級地区分の係数をそれぞれのサービス種類別に

小数点第３位までの数値で管理する。

例）特別区：１．０７２、特甲地：１．０６２等

※６． 平成１８年４月以降のサービスについては、全て「０：日割計算の対象とならない」が設定される。

支援費基準額を単価して使用できるかどうか
の判断する区分
０：単価としてそのまま使用可
１：単価としてそのまま使用できない

単価使用可能区分が”１”の場合、単価として
算定する率を設定

２７

甲地の係数

級地区分の対象の区分
０：級地区分の対象とならない
１：級地区分の対象となる

日割計算の対象の区分
０：日割計算の対象とならない
１：日割計算の対象となる（入院日を含む）
２：日割計算の対象となる（入院日を含まない）

１

４０

障害程度区分Ｃの額

１ サービスの種類を識別する区分

支援費基準額（国基準）

３

１４ ７ 障害程度区分Ｃの額

国
基
準

１１ ７

１２ ７ 障害程度区分Ａの額

１ １ 支援費対象の法を識別する区分

２ ６
サービス種類（２桁） ＋ サービス内容１（２桁
＋ サービス内容２（２桁）

法区分　請求区分

１６ ７ 障害程度区分Ａの額

障害程度区分Ｂの額

２４

丙地の係数

特甲地の係数

5（1.3）２１

5（1.3）２３

級
地
区
分 5（1.3） 乙地の係数

１８ ７

特別区の係数

２０

１９ 5（1.3）

5（1.3）

備考項番 項目名 属性 ﾊﾞｲﾄ数

１５

内容

市
町
村
基
準

７ 支援費基準額（市町村基準）

１３ ７ 障害程度区分Ｂの額

１７ ７

８ ８０

９ ８０

４

２２

２

８

８

５

６

１０

７ ４０

5（1.3）

２５ １

２６ １
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補 足 事 項

１．国基準について

厚生労働大臣が定める基準額を管理する。

（当項目については、変更を不可とする）

２．市町村基準について

市町村で独自の支援費基準を設ける場合は当項目で管理する。

（国基準と同額を設定しているため、市町村で自由に変更は可能）

３．級地区分について

特別区、特甲地、甲地、乙地、丙地の係数については下記を参照。

・身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に関する級地区分の場合

・障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等に関する級地区分の場合

特別区の場合 ： 1000分の1072

特甲地の場合 ： 1000分の1060

甲地の場合 ： 1000分の1036

乙地の場合 ： 1000分の1018

丙地の場合 ： 1000分の1000

・知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に関する級地区分の場合

知的障害者地域生活援助支援に関しては、（）を参照。

共同生活援助に関しては、（）を参照。

特別区の場合 ： 1000分の1072 （1000分の1098）

特甲地の場合 ： 1000分の1060 （1000分の1081）

甲地の場合 ： 1000分の1036 （1000分の1049）

乙地の場合 ： 1000分の1018 （1000分の1024）

丙地の場合 ： 1000分の1000 （1000分の1000）

・児童福祉法に基づく指定居宅支援等に関する級地区分の場合

特別区の場合 ： 1000分の1072

特甲地の場合 ： 1000分の1060

甲地の場合 ： 1000分の1036

乙地の場合 ： 1000分の1018

丙地の場合 ： 1000分の1000

・身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に関する級地区分の場合

身体障害者更生施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1073

特甲地の場合 ： 1000分の1061

甲地の場合 ： 1000分の1036

乙地の場合 ： 1000分の1018

丙地の場合 ： 1000分の1000

身体障害者療護施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

身体障害者授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1068

特甲地の場合 ： 1000分の1057

甲地の場合 ： 1000分の1034

乙地の場合 ： 1000分の1017

丙地の場合 ： 1000分の1000

身体障害者通所授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1075

特甲地の場合 ： 1000分の1062

甲地の場合 ： 1000分の1037

乙地の場合 ： 1000分の1019

丙地の場合 ： 1000分の1000
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・知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に関する級地区分の場合

知的障害者入所更生施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者通所更生施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1086

特甲地の場合 ： 1000分の1072

甲地の場合 ： 1000分の1043

乙地の場合 ： 1000分の1022

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者入所授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者通所授産施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1080

特甲地の場合 ： 1000分の1067

甲地の場合 ： 1000分の1040

乙地の場合 ： 1000分の1020

丙地の場合 ： 1000分の1000

知的障害者通勤寮施設支援

特別区の場合 ： 1000分の1048

特甲地の場合 ： 1000分の1040

甲地の場合 ： 1000分の1024

乙地の場合 ： 1000分の1012

丙地の場合 ： 1000分の1000

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に関する級地区分の場合

丙地の場合 ： 1000分の1000
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【　決定用　―　介護給付/訓練等給付　】

決定用のサービスコードは、市町村が支払事務を委託する第三者機関へ支給決定情報を提供する際に用いる。

（第三者機関が設立されない場合は、決定用のサービスコードは使用しない。）

（１）統合サービスコード名称略称 （２）統合サービスコード内訳

1 111000 身障居宅身体決定 1 身障 11 居宅 10 身体 00 決定

1 112000 身障居宅家事決定 1 身障 11 居宅 20 家事 00 決定

1 115000 身障居宅日常決定 1 身障 11 居宅 50 日常 00 決定

1 116000 身障居宅乗降決定 1 身障 11 居宅 60 乗降 00 決定

1 121000 身障デイ（Ⅰ）決定 1 身障 12 デイ 10 （Ⅰ） 00 決定

1 121961 身障デイ（Ⅰ）加算入浴決定 1 身障 12 デイ 19 （Ⅰ） 加算 61 入浴決定

1 121962 身障デイ（Ⅰ）加算給食決定 1 身障 12 デイ 19 （Ⅰ） 加算 62 給食決定

1 122000 身障デイ（Ⅱ）決定 1 身障 12 デイ 20 （Ⅱ） 00 決定

1 131000 身障短期基本決定 1 身障 13 短期 10 基本 00 決定

1 132000 身障短期遷延性決定 1 身障 13 短期 20 遷延性 00 決定

1
113000
161000

身障居宅移動決定
身障外出基本決定

1 身障
11
16

居宅
外出

30
10

00 決定

2 111000 知障居宅身体決定 2 知障 11 居宅 10 身体 00 決定

2 112000 知障居宅家事決定 2 知障 11 居宅 20 家事 00 決定

2 116000 知障居宅乗降決定 2 知障 11 居宅 60 乗降 00 決定

2 121000 知障デイ単独決定 2 知障 12 デイ 10 単独 00 決定

2 121961 知障デイ加算入浴決定 2 知障 12 デイ 19 加算 61 入浴決定

2 121962 知障デイ加算給食決定 2 知障 12 デイ 19 加算 62 給食決定

2 131000 知障短期基本決定 2 知障 13 短期 10 基本 00 決定

2 132000 知障短期重心決定 2 知障 13 短期 20 重心 00 決定

2 140000
知的地域生活援助基本決定
知障共同基本決定

2 知障 14
地域生活援助
共同

00 基本 00 決定

2
117000
151000

知障居宅行動決定
知障行動基本決定

2 知障
11
15

居宅
行動

70
10

00 決定

2
113000
161000

知障居宅移動決定
知障外出基本決定

2 知障
11
16

居宅
外出

30
10

00 決定

3 111000 児童居宅身体決定 3 児童 11 居宅 10 身体 00 決定

3 112000 児童居宅家事決定 3 児童 11 居宅 20 家事 00 決定

3 116000 児童居宅乗降決定 3 児童 11 居宅 60 乗降 00 決定

3 121000 児童デイ基本決定 3 児童 12 デイ 10 基本 00 決定

3 131000 児童短期基本決定 3 児童 13 短期 10 基本 00 決定

3 132000 児童短期遷延性決定 3 児童 13 短期 20 遷延性 00 決定

3 133000 児童短期重心決定 3 児童 13 短期 30 重心 00 決定

3
117000
151000

児童居宅行動決定
児童行動基本決定

3 児童
11
15

居宅
行動

70
10

00 決定

3
113000
161000

児童居宅移動決定
児童外出基本決定

3 児童
11
16

居宅
外出

30
10

00 決定

5 111000 精神居宅身体決定 5 精神 11 居宅 10 身体 00 決定

5 112000 精神居宅家事決定 5 精神 11 居宅 20 家事 00 決定

5 116000 精神居宅乗降決定 5 精神 11 居宅 60 乗降 00 決定

5 131000 精神短期基本決定 5 精神 13 短期 10 基本 00 決定

5 140000 精神共同基本決定 5 精神 14 共同 00 基本 00 決定

5 151000 精神行動基本決定 5 精神 15 行動 10 基本 00 決定

5 161000 精神外出基本決定 5 精神 16 外出 10 00 決定

行動
基本

基本

移動介護（身体介護を伴わない場合）
基本

サービスコード

サービス種類 サービス内容１

移動介護（身体介護を伴わない場合）
基本

移動介護（身体介護を伴わない場合）
基本

法区分
請求区分

サービス
コード

統合サービスコード略称
法区分

請求区分 サービス内容２

行動
基本
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（３）サービス名称

統合サービ
スコード

サービス内容２

1111000 身体障害者居宅介護支援費

1112000 身体障害者居宅介護支援費

1115000 身体障害者居宅介護支援費

1116000 身体障害者居宅介護支援費

1121000 身体障害者デイサービス（Ⅰ）

1121961 身体障害者デイサービス（Ⅰ）

1121962 身体障害者デイサービス（Ⅰ）

1122000 身体障害者デイサービス（Ⅱ）

1131000 身体障害者短期入所

1132000 遷延性意識障害者が医療機関を利用する場合

1113000
1161000

2111000

2112000

2116000

2121000

2121961

2121962

2131000 知的障害者短期入所

2132000

2140000

2117000
2151000

2113000
2161000

3111000

3112000

3116000

3121000

3131000

3132000

3133000

3117000
3151000

3113000
3161000

5111000

5112000

5116000

5131000

5140000

5151000

5161000

居宅介護

行動援護

児童居宅介護支援費

児童デイサービス支援費

児童短期入所支援費

児童居宅介護支援費
外出介護

知的障害者居宅介護支援費
行動援護

知的障害者居宅介護支援費
外出介護

児童居宅介護支援費

児童居宅介護支援費

居宅介護

居宅介護

短期入所

共同生活援助

基本サービス

基本サービス

短期入所

共同生活援助

行動援護

外出介護

基本サービス

基本サービス

基本サービス

給食

入浴

知的障害者デイサービス支援費

短期入所支援費

短期入所支援費

知的障害者地域生活援助支援費
知的障害者共同生活援助

基本サービス

基本サービス

児童短期入所支援費

児童短期入所支援費

児童居宅介護支援費
行動援護

基本サービス

遷延性意識障害児が医療機関を利用する場合

重症心身障害児が医療機関を利用する場合

行動援護

基本サービス

給食

基本サービス

基本サービス

基本サービス

短期入所支援費

身体障害者居宅介護支援費
外出介護

知的障害者居宅介護支援費

基本サービス

知的障害者居宅介護支援費

入浴

基本サービス

基本サービス

知的障害者居宅介護支援費

知的障害者デイサービス支援費

知的障害者デイサービス支援費

基本サービス

基本サービス

基本サービス

基本サービス

家事援助中心

乗降介助

知的デイサービス

知的デイサービス

知的デイサービス

重症心身障害者が医療機関を利用する場合

基本サービス

サービス内容１

身体介護中心

家事援助中心

日常生活支援

乗降介助

移動介護中心（身体介護を伴わない場合）
外出介護

身体介護中心

知的障害者地域生活援助
共同生活援助

行動援護

移動介護中心（身体介護を伴わない場合）
外出介護

身体介護中心

家事援助中心

乗降介助

児童デイサービス

児童短期入所

移動介護中心（身体介護を伴わない場合）
外出介護

身体介護中心

家事援助中心

乗降介助

サービス種類
法区分

請求区分

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス支援費

短期入所支援費

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

身体障害者福祉法
身体障害者へのサービス提供

外出介護

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

知的障害者福祉法
知的障害者へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

児童福祉法
障害児へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供

精神障害者へのサービス提供
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【　決定用　―　施設訓練等支援費　】

（１）統合サービスコード名称略称 （２）統合サービスコード内訳

1 310000 身障肢体更生基本決定 1 身障 31 肢体 更生 00 基本 00 決定

1 310944 身障肢体更生共通加算重複障害 1 身障 31 肢体 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 320000 身障肢体更生通所事業決定 1 身障 32 肢体 更生 00 通所事業 00 決定

1 320944 身障肢体更生共通加算重複障害 1 身障 32 肢体 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 330000 身障視覚更生基本決定 1 身障 33 視覚 更生 00 基本 00 決定

1 330944 身障視覚更生共通加算重複障害 1 身障 33 視覚 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 340000 身障視覚更生通所事業決定 1 身障 34 視覚 更生 00 通所事業 00 決定

1 340944 身障視覚更生共通加算重複障害 1 身障 34 視覚 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 350000 身障聴・言更生基本決定 1 身障 35 聴・言 更生 00 基本 00 決定

1 350944 身障聴・言更生共通加算重複障害 1 身障 35 聴・言 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 360000 身障聴・言更生通所事業決定 1 身障 36 聴・言 更生 00 通所事業 00 決定

1 360944 身障聴・言更生共通加算重複障害 1 身障 36 聴・言 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 370000 身障内部更生基本決定 1 身障 37 内部 更生 00 基本 00 決定

1 370944 身障内部更生共通加算重複障害 1 身障 37 内部 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 380000 身障内部更生通所事業決定 1 身障 38 内部 更生 00 通所事業 00 決定

1 380944 身障内部更生共通加算重複障害 1 身障 38 内部 更生 09 共通 加算 44 重複障害

1 410000 身障療護基本決定 1 身障 41 療護 00 基本 00 決定

1 410941 身障療護共通加算ＡＬＳ 1 身障 41 療護 09 共通 加算 41 ＡＬＳ

1 410942 身障療護共通加算遷延性 1 身障 41 療護 09 共通 加算 42 遷延性

1 410944 身障療護共通加算重複障害 1 身障 41 療護 09 共通 加算 44 重複障害

1 420000 身障療護通所事業決定 1 身障 42 療護 00 通所事業 00 決定

1 420941 身障療護共通加算ＡＬＳ 1 身障 42 療護 09 共通 加算 41 ＡＬＳ

1 420942 身障療護共通加算遷延性 1 身障 42 療護 09 共通 加算 42 遷延性

1 420944 身障療護共通加算重複障害 1 身障 42 療護 09 共通 加算 44 重複障害

1 510000 身障入所授産基本決定 1 身障 51 入所授産 00 基本 00 決定

1 510944 身障入所授産共通加算重複障害 1 身障 51 入所授産 09 共通 加算 44 重複障害

1 520000 身障入所授産通所事業決定 1 身障 52 入所授産 00 通所事業 00 決定

1 520944 身障入所授産共通加算重複障害 1 身障 52 入所授産 09 共通 加算 44 重複障害

1 530000 身障通所授産基本決定 1 身障 53 通所授産 00 基本 00 決定

1 530944 身障通所授産共通加算重複障害 1 身障 53 通所授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 310000 知的入所更生基本決定 2 知的 31 入所 更生 00 基本 00 決定

2 310943 知的入所更生共通加算強行 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 43 強行

2 310944 知的入所更生共通加算重複障害 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 44 重複障害

2 310945 知的入所更生共通加算自活（内） 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 45 自活（内）

2 310946 知的入所更生共通加算自活（外） 2 知的 31 入所 更生 09 共通 加算 46 自活（外）

2 320000 知的入所更生通所事業決定 2 知的 32 入所 更生 00 通所事業 00 決定

2 320944 知的入所更生共通加算重複障害 2 知的 32 入所 更生 09 共通 加算 44 重複障害

2 330000 知的通所更生基本決定 2 知的 33 通所 更生 00 基本 00 決定

2 330944 知的通所更生共通加算重複障害 2 知的 33 通所 更生 09 共通 加算 44 重複障害

2 510000 知的入所授産基本決定 2 知的 51 入所 授産 00 基本 00 決定

2 510944 知的入所授産共通加算重複障害 2 知的 51 入所 授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 510945 知的入所授産共通加算自活（内） 2 知的 51 入所 授産 09 共通 加算 45 自活（内）

2 510946 知的入所授産共通加算自活（外） 2 知的 51 入所 授産 09 共通 加算 46 自活（外）

2 520000 知的入所授産通所事業決定 2 知的 52 入所 授産 00 通所事業 00 決定

2 520944 知的入所授産共通加算重複障害 2 知的 52 入所 授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 530000 知的通所授産基本決定 2 知的 53 通所 授産 00 基本 00 決定

2 530944 知的通所授産共通加算重複障害 2 知的 53 通所 授産 09 共通 加算 44 重複障害

2 610000 知的通勤基本決定 2 知的 61 通勤 00 基本 00 決定

4 660000 のぞみの園施設（入所）基本決定 4 のぞみの園 66 00 基本 00 決定

4 660943 のぞみの園施設（入所）共通加算強行 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 43 強行

4 660944 のぞみの園施設（入所）共通加算重複障害 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 44 重複障害

4 660945 のぞみの園施設（入所）共通加算自活（内） 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 45 自活（内）

4 660946 のぞみの園施設（入所）共通加算自活（外） 4 のぞみの園 66 09 共通 加算 46 自活（外）

4 670000 のぞみの園施設基本決定 4 のぞみの園 67 00 基本 00 決定

4 670944 のぞみの園施設共通加算重複障害 4 のぞみの園 67 09 共通 加算 44 重複障害

施設（入所）

施設（入所）

法区分 サービスコード 統合サービスコード略称
サービス種類

決定サービス略称

サービス内容１ サービス内容２
法区分

施設（入所）

施設（通所）

施設（通所）

施設（入所）

施設（入所）
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【　決定用　―　施設訓練等支援費　】

備考の※１は、通所事業として一括決定する場合は不要とすることも考えられる。

（３）サービス名称

統合サービス
コード

法区分 サービス種類 備考

1310000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1310944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1320000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1320944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1330000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1330944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1340000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1340944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1350000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1350944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1360000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1360944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1370000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1370944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1380000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1380944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者更生施設 決定

1410000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1410941 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1410942 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1410944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420941 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420942 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1420944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者療護施設 決定

1510000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1510944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1520000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定 ※１

1520944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1530000 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

1530944 身体障害者施設訓練等支援費 身体障害者入所授産施設 決定

2310000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310943 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310945 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2310946 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2320000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定 ※１

2320944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2330000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2330944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者更生施設 決定

2510000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2510944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2510945 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2510946 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2520000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定 ※１

2520944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者授産施設 決定

2530000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者通所授産施設 決定

2530944 知的障害者指定施設支援費 知的障害者通所授産施設 決定

2610000 知的障害者指定施設支援費 知的障害者通勤寮 決定

4660000 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設 基本

4660943 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設 強度行動障害支援加算

4660944 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設 重複障害者加算

4660945 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設

4660946 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の入所サービス のぞみの園が設置する施設

4670000 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の通所サービス のぞみの園が設置する施設 決定

4670944 のぞみの園 のぞみの園の設置する施設の通所サービス のぞみの園が設置する施設 決定

知的障害者通勤寮

知的障害者入所授産施設共通

知的障害者入所授産施設共通

知的障害者入所授産施設（通所事業）

知的障害者入所授産施設（通所事業）

知的障害者通所授産施設

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害

知的障害者通所更生施設

身体障害者更生施設入所　視覚障害（通所事業）

知的障害者通所授産施設

知的障害者入所授産施設

知的障害者入所授産施設共通

知的障害者入所更生施設（通所事業）

知的障害者通所更生施設

知的障害者入所更生施設

知的障害者入所更生施設

身体障害者更生施設入所　肢体不自由

身体障害者更生施設入所　肢体不自由

身体障害者更生施設入所　肢体不自由（通所事業）

基本

身体障害者更生施設入所　肢体不自由（通所事業） 重複障害者加算

自活訓練支援加算（同一敷地
外の建物で実施する場合）

基本

基本

基本

重複障害者加算

重複障害者加算

基本

重複障害者加算

重複障害者加算

自活訓練支援加算（同一敷地
内の建物で実施する場合）

基本

重複障害者加算

基本

基本

基本

基本

重複障害者加算

基本

基本

基本

筋萎縮性側索硬化症者等加算

遷延性意識障害者加算

筋萎縮性側索硬化症者等加算

遷延性意識障害者加算

重複障害者加算

基本

基本

基本

基本

重複障害者加算

基本

重複障害者加算

知的障害者入所更生施設

身体障害者通所授産施設

身体障害者入所授産施設入所

身体障害者入所授産施設入所（通所事業）

身体障害者通所授産施設

身体障害者療護施設入所

身体障害者更生施設入所　内部障害（通所事業）

身体障害者更生施設入所　内部障害

身体障害者入所授産施設入所

身体障害者療護施設（通所事業）

身体障害者療護施設（通所事業）

身体障害者療護施設（通所事業）

身体障害者療護施設入所

身体障害者療護施設入所

サービス内容１ サービス内容２

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害（通所事業）

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害

基本

基本

重複障害者加算

身体障害者更生施設入所　視覚障害

身体障害者更生施設入所　視覚障害 重複障害者加算

知的障害者入所更生施設（通所事業） 重複障害者加算

知的障害者入所更生施設
自活訓練支援加算（同一敷地
外の建物で実施する場合）

身体障害者更生施設入所　内部障害

強度行動障害支援加算

重複障害者加算

自活訓練支援加算（同一敷地
内の建物で実施する場合）

身体障害者療護施設（通所事業） 重複障害者加算

身体障害者入所授産施設入所（通所事業） 重複障害者加算

身体障害者療護施設入所

知的障害者入所更生施設

基本

重複障害者加算

身体障害者更生施設入所　視覚障害（通所事業） 重複障害者加算

自活訓練支援加算
（同一敷地内の建物で実施する場
自活訓練支援加算
（同一敷地外の建物で実施する場

身体障害者更生施設入所　聴覚・言語障害（通所事業） 重複障害者加算

身体障害者更生施設入所　内部障害（通所事業） 重複障害者加算
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