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○和歌山市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係る地

域生活支援事業に関する条例 

平成18年７月３日 

条例第33号 

改正 平成19年３月22日条例第15号 

平成19年７月12日条例第31号 

平成20年３月25日条例第21号 

平成20年７月１日条例第36号 

平成22年３月23日条例第９号 

平成23年３月22日条例第６号 

平成24年３月23日条例第８号 

平成25年３月26日条例第31号 

（題名改称） 

平成26年３月24日条例第19号 

平成26年６月27日条例第65号 

平成27年３月19日条例第17号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、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項及び第３項に定めるもののほか、

地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第１条の２ この条例において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び

難病患者等をいう。 

２ この条例において「障害児」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条第２項

に規定する障害児をいう。 

３ この条例において「保護者」とは、児童福祉法第６条に規定する保護者をいう。 

４ この条例において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第

４条に規定する身体障害者をいう。 

５ この条例において「知的障害者」とは、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に

いう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。 

６ この条例において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭
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和25年法律第123号）第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法（平成16年法律第

167号）第２条第２項に規定する発達障害者を含み、知的障害者を除く。）のうち18歳以

上である者をいう。 

７ この条例において「難病患者等」とは、法第４条第１項に規定する治療方法が確立して

いない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働

大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。 

（事業の内容） 

第２条 地域生活支援事業の内容は、次のとおりとする。 

(1) 障害に対する普及啓発事業 

(2) 自発的活動支援事業 

(3) 相談支援事業 

(4) 成年後見制度利用支援事業 

(5) 後見人等育成活用事業 

(6) 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業 

(7) 日常生活用具の給付及び貸与事業 

(8) 意思疎通支援者養成事業 

(9) 移動支援事業 

(10) 地域活動支援センター事業 

(11) 日中一時支援事業 

（事業の利用手続等） 

第３条 前条第６号、第７号及び第９号から第11号までに掲げる事業を利用しようとする

障害者又は障害児の保護者は、規則で定める申請書に市長が必要と認める書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに、その認否について応答するものとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、承認の決定に条件を付することができる。 

（日常生活用具の給付事業の利用に関する費用の負担） 

第４条 障害者又は障害児の保護者は、日常生活用具の給付を受けるときは、給付を受ける

日常生活用具の価格のうち、別表第１に定める基準額に達するまでの額については、当該

達するまでの額の10分の１に相当する額を当該日常生活用具の給付に係る事業を行う者

（以下この条において「事業者」という。）に支払わなければならない。ただし、日常生

活用具（排せつ管理支援用具（収尿器を除く。）に限る。以下この項において同じ。）の
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給付を受ける障害者又は障害児の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該日常生活

用具の給付を受ける月の属する年の前年（当該日常生活用具の給付を受ける月が４月から

６月までの場合にあっては、前々年）分の所得税を課されない場合にあっては、当該日常

生活用具の給付を受ける障害者又は障害児の保護者が事業者に支払うべき額は、給付を受

ける日常生活用具の価格のうち、同表に定める基準額に達するまでの額については、当該

達するまでの額の20分の１に相当する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、障害者又は障害児が同一の月に受ける日常生活用具の給付に

ついて当該同一の月における障害者又は障害児の保護者が支払うべき額は、次の各号に掲

げる障害者又は障害児が属する世帯の区分に応じ当該各号に定める額を超えることがで

きない。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による被保護世帯（単給世帯を含む。）

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（平成６年法律第30号）による支援給付受給世帯 零 

(2) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が日常生活用具の給付を受ける月の属す

る年度（日常生活用具の給付を受ける月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）

分の市町村民税を課されない世帯 零 

(3) 前２号に掲げる世帯以外の世帯 37,200円 

３ 障害者又は障害児が給付を受ける日常生活用具の価格のうちに別表第１に定める基準

額を超える額があるときは、当該障害者又は障害児の保護者は、当該超える額を事業者に

支払わなければならない。 

４ 第２項の規定にかかわらず、点字図書の給付を受ける障害者又は障害児の保護者は、点

字翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額を事業者に支払わなければならない。 

５ 市長は、給付することが特に必要であると認めた日常生活用具について、別に基準額を

定めるものとする。この場合においては、第１項から第３項までの規定を準用する。 

（費用の減免） 

第５条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の費用を減額し、又は免除すること

ができる。 

２ 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定める申請書に減

額又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに、その認否について応答するものとする。 

（費用給付事業） 
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第６条 市長は、障害者又は障害児が第２条第９号から第11号までに掲げる事業（以下「費

用給付事業」という。）に係るサービスを規則で定める登録事業者から受けたときは、第

３条第３項の規定により付した条件の範囲内において、次の各号に掲げる事業の区分に応

じ当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）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、これを切り捨てた額）

を障害者又は障害児の保護者に給付するものとする。 

(1) 移動支援事業 10.18円に別表第２により算定する単位数を乗じて得た額 

(2) 地域活動支援センター事業 10.18円に別表第３により算定する単位数を乗じて得

た額（同表備考４から備考６までの規定による加算をする場合にあっては、その額に

10円に当該加算に係る単位数を乗じて得た額を加えた額） 

(3) 日中一時支援事業 10.18円に別表第４により算定する単位数を乗じて得た額（同表

備考３及び備考４の規定による加算をする場合にあっては、その額に10円に当該加算

に係る単位数を乗じて得た額を加えた額） 

（費用給付事業に係る給付の特例） 

第７条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず100分の90を超

え100分の100以下に相当する額を給付することができる。 

２ 前項の規定により給付の特例を受けようとする者は、規則で定める申請書に給付の特例

を必要とする事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに、その認否について応答するものとする。 

（自己負担の上限） 

第８条 同一の月における法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービスを利用した際

の利用者負担額と、費用給付事業に係るサービスを利用した際の自己負担額との合算額が、

同条第３項第２号に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額

を超えるときは、当該政令で定める額を当該月の自己負担の上限額とする。この場合にお

いて、第６条中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下」とする。 

２ 同一の月における法第30条第１項第２号に規定する基準該当障害福祉サービスを利用

した際の利用者負担額と、費用給付事業に係るサービスを利用した際の自己負担額との合

算額が、同条第３項に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額

を超えるときは、当該政令で定める額を当該月の自己負担の上限額とする。この場合にお

いては、前項後段の規定を準用する。 

３ 同一の月における児童福祉法第21条の５の３第１項に規定する指定通所支援を利用し
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た際の利用者負担額と、費用給付事業に係るサービスを利用した際の自己負担額との合算

額が、同条第２項第２号に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定め

る額を超えるときは、当該政令で定める額を当該月の自己負担の上限額とする。この場合

においては、第１項後段の規定を準用する。 

４ 同一の月における児童福祉法第21条の５の４第１項第２号に規定する基準該当通所支

援を利用した際の利用者負担額と、費用給付事業に係るサービスを利用した際の自己負担

額との合算額が、同条第２項に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で

定める額を超えるときは、当該政令で定める額を当該月の自己負担の上限額とする。この

場合においては、第１項後段の規定を準用する。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月22日） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年７月12日） 

１ この条例は、平成19年９月１日から施行する。ただし、別表第１に備考５を加える改

正規定、別表第３備考４の改正規定（「420円」を「42単位」に改める部分を除く。）及

び別表第４備考２の改正規定（「420円」を「42単位」に改める部分を除く。）は、公布

の日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市障害者自立支援法に係る地域生活支援事業に関する

条例の規定は、この条例の施行の日以後の事業の利用分から適用し、同日前の事業の利用

分については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年３月25日） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年７月１日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市障害者自立支援法に係る地域生活支援事業に関する

条例別表第１の規定は、平成20年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年３月23日） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 
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附 則（平成23年３月22日） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

（和歌山市障害児放課後等支援事業に関する条例及び和歌山市障害者生活支援員派遣事

業に関する条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 和歌山市障害児放課後等支援事業に関する条例（平成17年条例第52号） 

(2) 和歌山市障害者生活支援員派遣事業に関する条例（平成18年条例第43号） 

（和歌山市障害児放課後等支援事業に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の和歌山市障害児放課後等支援事業に関する条例の規定に基

づく事業の利用の費用の徴収については、なお従前の例による。 

（和歌山市障害者生活支援員派遣事業に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

４ 附則第２項の規定による廃止前の和歌山市障害者生活支援員派遣事業に関する条例の

規定に基づく生活支援員の派遣に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年３月23日） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月26日） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月24日） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年６月27日） 

この条例は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月19日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に障害者が受けたこの条例による改正前の和歌山市障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事業に関する条

例第２条第12号に掲げる事業に係るサービスの提供に係る費用の給付については、なお

従前の例による。 

別表第１（第４条関係） 

日常生活用具の給付 

種目 基準額 
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介護・訓練支援用具 特殊寝台 154,000円 

特殊マット 19,600円 

特殊尿器 67,000円 

入浴担架 82,400円 

体位変換器 15,000円 

移動用リフト 159,000円 

訓練いす（障害児に限る。） 33,100円 

訓練用ベッド（障害児に限る。） 159,200円 

自立生活支援用具 入浴補助用具 90,000円 

便器 9,850円 

T字状・棒状のつえ 3,150円 

移動・移乗支援用具 60,000円 

頭部保護帽 12,160円 

特殊便器 151,200円 

火災警報器 15,500円 

自動消火器 28,700円 

電磁調理器 41,000円 

歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 

聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円 

在宅療養等支援用具 透析液加温器 51,500円 

ネブライザー（吸入器） 36,000円 

電気式たん吸引器 56,400円 

酸素ボンベ運搬車 17,000円 

パルスオキシメーター 78,000円 

盲人用体温計（音声式） 9,000円 

盲人用体重計 18,000円 

情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 98,800円 

情報・通信支援用具 100,000円 

点字ディスプレイ 383,500円 

地デジ対応ラジオ 29,000円 
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点字器 10,400円 

点字タイプライター 63,100円 

視覚障害者用ポータブルレコーダー 85,000円 

視覚障害者用活字文書読上げ装置 99,800円 

視覚障害者用拡大読書器 198,000円 

盲人用時計 13,300円 

聴覚障害者用通信装置 71,000円 

聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 

人工内耳用音声信号処理装置 200,000円 

人工喉頭 72,200円 

排せつ管理支援用具 紙おむつ等（紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガー

ゼ等衛生用品） 

12,000円 

ストーマ装具（尿路系） 11,600円 

ストーマ装具（消化器系） 8,850円 

収尿器 8,500円 

住宅改修費 居宅生活動作補助用具 200,000円 

別表第２（第６条関係） 

移動支援事業 

１ 身体介護を伴う場合 

(1) 所要時間30分未満 230単位 

(2) 所要時間30分以上１時間未満 400単位 

(3) 所要時間１時間以上 580単位に所要時間30分を増すごとに82単位を加算した

単位数 

２ 身体介護を伴わない場合 

(1) 所要時間30分未満 80単位 

(2) 所要時間30分以上１時間未満 150単位 

(3) 所要時間１時間以上 225単位に所要時間30分を増すごとに75単位を加算した

単位数 

別表第３（第６条関係） 

地域活動支援センター事業 
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第１ 身体障害者デイサービス型 

(1) 単独型（基本型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ 345単位 

区分２ 319単位 

区分３ 295単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ 576単位 

区分２ 533単位 

区分３ 491単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ 748単位 

区分２ 693単位 

区分３ 638単位 

(2) 単独型（作業中心型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ 154単位 

区分２ 133単位 

区分３ 113単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ 256単位 

区分２ 222単位 

区分３ 190単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ 333単位 

区分２ 290単位 

区分３ 246単位 

(3) 併設型（基本型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ 277単位 

区分２ 252単位 
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区分３ 226単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ 462単位 

区分２ 419単位 

区分３ 378単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ 600単位 

区分２ 546単位 

区分３ 491単位 

(4) 併設型（作業中心型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ 86単位 

区分２ 66単位 

区分３ 45単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ 143単位 

区分２ 109単位 

区分３ 76単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ 187単位 

区分２ 142単位 

区分３ 99単位 

第２ 知的障害者デイサービス型 

(1) 単独型 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ 285単位 

区分２ 255単位 

区分３ 225単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ 475単位 

区分２ 425単位 
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区分３ 376単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ 617単位 

区分２ 553単位 

区分３ 488単位 

(2) 併設型 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ 216単位 

区分２ 187単位 

区分３ 157単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ 362単位 

区分２ 311単位 

区分３ 262単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ 470単位 

区分２ 405単位 

区分３ 341単位 

備考 

１ 市長が別に定める基準に適合した地域活動支援センター事業については、単独型

により単位を算定する。 

２ 表中の区分は、次のとおりとする。 

(1) 身体障害者 

ア 区分１ 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 

イ 区分２ 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 

ウ 区分３ ア及びイに該当しない程度 

(2) 知的障害者及び障害児 

ア 区分１ 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、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる
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程度 

イ 区分２ 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、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度 

ウ 区分３ ア及びイに該当しない程度 

３ 精神障害者にあっては区分３としてこの表第２の規定を適用し、難病患者等にあ

っては区分３としてこの表第１の規定を適用する。 

４ 食事提供のための体制を整えているものとして市長に届け出た事業所（第１の

(1)及び(3)並びに第２に係るものに限る。）において、その者の家計の負担能力そ

の他の事情をしん酌して規則で定める者に対して、食事の提供を行った場合は、１

日につき42単位を加算する。 

５ 第１の(1)及び(3)並びに第２については、利用者に対して入浴介助を行った場合

は、１日につき40単位を加算する。 

６ 利用者に対して、その居宅と地域活動支援センター事業所との間の送迎を行った

場合は、片道につき54単位を加算する。 

別表第４（第６条関係） 

日中一時支援事業 

１ 身体障害者 

(1) 所要時間４時間未満 

ア 区分１ 179単位 

イ 区分２ 159単位 

ウ 区分３ 150単位 

エ 遷延性意識障害 338単位 

(2) 所要時間４時間以上８時間未満 

ア 区分１ 357単位 

イ 区分２ 318単位 

ウ 区分３ 301単位 

エ 遷延性意識障害 676単位 

(3) 所要時間８時間以上 

ア 区分１ 536単位 

イ 区分２ 477単位 

ウ 区分３ 451単位 
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エ 遷延性意識障害 1,014単位 

２ 知的障害者及び障害児 

(1) 所要時間４時間未満 

ア 区分１ 177単位 

イ 区分２ 159単位 

ウ 区分３ 94単位 

エ 遷延性意識障害 338単位 

オ 重症心身障害 486単位 

(2) 所要時間４時間以上８時間未満 

ア 区分１ 355単位 

イ 区分２ 318単位 

ウ 区分３ 188単位 

エ 遷延性意識障害 676単位 

オ 重症心身障害 972単位 

(3) 所要時間８時間以上 

ア 区分１ 532単位 

イ 区分２ 477単位 

ウ 区分３ 282単位 

エ 遷延性意識障害 1,014単位 

オ 重症心身障害 1,457単位 

３ 精神障害者 

(1) 所要時間４時間未満 158単位 

(2) 所要時間４時間以上８時間未満 316単位 

(3) 所要時間８時間以上 473単位 

備考 

１ 表中の区分は、次のとおりとする。 

(1) 身体障害者 

ア 区分１ 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 

イ 区分２ 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 
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ウ 区分３ ア及びイに該当しない程度 

(2) 知的障害者及び障害児 

ア 区分１ 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、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる

程度 

イ 区分２ 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、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度 

ウ 区分３ ア及びイに該当しない程度 

２ 難病患者等についてのこの表の規定の適用については、これを区分３に該当する

身体障害者とみなす。 

３ 食事提供のための体制を整えているものとして市長に届け出た事業所において、

その者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して規則で定める者に対して、食事

の提供を行った場合は、１日につき42単位を加算する。 

４ 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき

54単位を加算する。 

 


