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◆障がい者とは

障害者基本法第２条（H23.8月改正）

「身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む。）その他
の心身の機能の障害がある者であって，障害及び社会的障壁(※)
により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態
にあるものをいう。

年齢や障がいの種類によって，身体障がい者（児），知的
障がい者（児），精神障がい者（児）（発達障がい等を含む）に
区分されている。手帳の交付を受けることにより，各種行政施策
の対象となる。

・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳
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※社会的障壁とは・・・
障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな
るような社会における事物，制度，慣行，観念その他一切のものを
いう。

障害者基本法 障害者総合支援法

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称す
る。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続
的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ
るものをいう。

（定義）
第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法
第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的
障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者（発達障害者支
援法第二条第二項に規定する発達障害者 を含み、知的障害
者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」とい
う。）のうち十八歳以上である者並びに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十
八歳以上であるものをいう。

身体障害者福祉法
知的障害者
福祉法 精神保健福祉法 児童福祉法 発達障害者支援法

（身体障害者）
第四条 この法律に
おいて、「身体障害
者」とは、別表に掲
げる身体上の障害が
ある十八歳以上の者
であって、都道府県
知事から身体障害者
手帳の交付を受けた
ものをいう。

別表（略）

※定義なし
（定義）
第五条 この法律
で「精神障害者」
とは、統合失調症、
精神作用物質によ
る急性中毒又はそ
の依存症、知的障
害、精神病質その
他の精神疾患を有
する者をいう。

第四条
○２ この法律で、障害児とは、
身体に障害のある児童、知的障
害のある児童、精神に障害のあ
る児童（発達障害者支援法第二
条第二項に規定する発達障害児
を含む。）又は治療方法が確立
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
るための法律第四条第一項の政
令で定めるものによる障害の程
度が同項の厚生労働大臣が定め
る程度である児童をいう。

（定義）
第二条 この法律におい
て発達障害とは、自閉症、
アスペルガー症候群その
他の広汎性発達障害、学
習障害、注意欠陥多動性
障害その他これに類する
脳機能の障害であって，
その症状が通常低年齢に
おいて発現するものとし
て政令で定めるものをい
う。

◆「障がい者」の定義
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◆日本における障がい者福祉法令の変遷
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障害者基本法
（心身障害者対策基本法
として昭和45年制定）

身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として

昭和25年制定）

S62
精神衛生法から
精神保健法へ

H7
精神保健法から
精神保健福祉法へ

H10
精神薄弱者福祉法から
知的障害者福祉法へ

支
援
費
制
度
の
施
行

H15

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

H18

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

H25

H5
心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ

H23
障害者基本法
の一部改正

利用者がサービスを
選択できる仕組み

3障がい共通の制度

地域社会に
おける
共生の実現

難病等
を
対象

共生社会の実現

費用負担など
多くの問題が噴出

地域生活を支援

◆近年の障がい福祉関係法令

2011年(H23)     障害者基本法の一部改正

2012年(H24) 10月 障害者虐待防止法 施行

2013年(H25) 4月 障害者総合支援法（障害者自立

支援法を改正） 施行

障害者優先調達推進法 施行

2014年(H26) 1月 「障害者の権利に関する条約」

の批准

2016年(Ｈ28） 4月 障害者差別解消法 施行

4
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◆障害者差別解消法について

5

● 平成30年６月制定 福岡市障がい者差別解消条例

（福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例）

条例の施行期日は平成31年１月１日

◆「障がい」の標記（福岡市の考え方） Ｈ17年4月から

6

表記の方法（市が作成する文書，パンフレット等での取扱い）

①「障害」という言葉を他の適当な言葉で表現できない場合 「障がい」と表
記

（例）他の言葉で表現する場合 身体の不自由な方，目の不自由な方

「障がい」と表記する場合 障がいのある人，知的障がい者，障がい程度

②「障害」が「ひと」に関して使用されるものではない場合 そのままの表
記

（例）「メーターに機能障害が発生した。」

「事故の種類は，運転事故及び輸送障害である。」

③国の法令に基づく制度や名称用語として使用する場合 そのままの表記

（例）身体障害者手帳 ［身体障害者福祉法］

障害基礎年金 ［国民年金法］

障害補償 ［地方公務員災害補償法］

④団体等の固有名詞 そのままの表記

（例）社会福祉法人 福岡市身体障害者福祉協会

ＮＰＯ法人 福岡市障害者関係団体協議会
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◆障がい児が利用できるサービス

■障害者総合支援法に基づくサービス

■児童福祉法に基づくサービス

■その他の法律等に基づくサービス
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◆障害者総合支援法に基づくサービス

8

・計画相談支援
（サービス利用支援等）
・地域相談支援
（地域移行支援，地域定着支援）

相談支援

自立支援給付

★負担金
国１/２，県・市１/４

・更生医療（18歳以上の身障者）

・育成医療（18歳未満の身障児）

・精神通院医療（精神医療の受療者）

自立支援医療

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・共同生活援助
・自立生活援助

訓練等給付

・補装具の支給

補装具

・移動支援 ・日中一時支援 ・訪問入浴サービス ・日常生活用具
・重度障がい者入院コミュニケーション支援事業 等

地域生活支援事業

★補助金
国１/２以内，県・市１/４
（実際の補助率は低い）

【在宅系サービス】
・居宅介護 ・重度訪問介護
・同行援護 ・行動援護
・短期入所 等

【日中活動系サービス】
・生活介護 ・療養介護

【施設系サービス】
・施設入所支援

介護給付

障がい者
障がい児

障がい福祉サービス（法定サービス） 太字：18歳未満が対象
となるサービス
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「2017福岡市の障がい福祉ガイド」
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「2018福岡市の障がい福祉ガイド」

11

〇（要件あり）

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」

12

・ 障がい児については，障がい支援区分は設けられていません。

・ 障がい児の保護者の状況として，例えば，兄弟児に就学前児童がいる，障がい児がいる場合や，障
がい児本人が全身性障がい，重度の知的障がいであり，保護者だけでは介護が困難な場合，兄弟児の
学校行事，病院受診で保護者が外出する場合，保護者自身が通院で外出する場合などの状況に加え，
他に親類・縁者等の介護協力が得られない場合に利用できます。

・ 障がい児の家事援助は原則利用対象外です。

◇障がい福祉サービス
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◇障がい福祉サービス

14

◇障がい福祉サービス
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◇障がい福祉サービス

「育児支援」について

・ 家事援助として，育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障がい者である場合，沐
浴や⾷事介助，保育所(又は幼稚園）の送迎等の乳幼児の世話が可能です。対象者は受給者証に記
載しますので，事前に区福祉・介護保険課（健康課）での手続きが必要です。

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」
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・ 支給決定にあたっては，「同行援護アセスメント調査票」により調査を行います。

・ 利用が可能な時間は原則，月40時間以内です。（行動援護，移動支援も同じ。）

・ ヘルパーの交通費や施設入場料は利用者の負担となります。（行動援護，移動支援も同じ。）

◇障がい福祉サービス
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「2018福岡市の障がい福祉ガイド」

17

・ 支給決定にあたっては，12の行動関連項目の調査を行い，合計点数が10点以上の方が対象とな
ります。

・ 介護者が同伴できないときに利用できるサービスであるため，介護者が運転する車を利用した
外出は行動援護の報酬算定の対象となりません。ただし，やむを得ない事情がある時は認められ
る場合がありますので各区にご相談ください。

・ 通年かつ長期にわたる外出（例：通園，通学，施設・作業所への通所等）などには利用できま
せん。（同行援護，移動支援も同じ。）

・ 利用が可能な時間は原則，月40時間以内です。（同行援護，移動支援も同じ。）

・ ヘルパーの交通費や施設入場料は利用者の負担となります。（同行援護，移動支援も同じ。）

◇障がい福祉サービス

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」
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・ 利用日数は，月に14日以内（原則）です。

・ 疾病，出産，冠婚葬祭，事故，災害，看護，学校等の公的行事への参加，旅行，休息等（仕事
は含まない）で，ご家庭で介護ができない場合に，利用できます。（日中一時支援，発達障がい
児日中一時支援も同じ。）

・ 食材料費等の実費は利用者の負担となります。（日中一時支援，発達障がい児日中一時支援も
同じ。）

・ 福祉型と，医療機関において重症心身障がい児等を対象とする医療型があります。

・ 障がい児の支給決定にあたっては，障がいの程度の把握のために，５領域11項目の調査を行い
単価区分１～３を決定します。

◇障がい福祉サービス
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・ 対象者は，短期入所の支給決定を受けた知的障がい者及び 短期入所の支給要件を満たす身体・知的
障がい児です。

・ 月に10回まで利用可能です。（発達障がい児日中一時支援も同じ。）

・ 利用要件は短期入所と同じです。

◆地域生活支援事業

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」
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◆地域生活支援事業

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」
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移動支援

21

利用できる外出内容

（１）社会生活上必要不可欠な外出

①市役所・区役所等各種手続，相談等のための外出

②郵便局，銀行等金融機関利用のための外出

③医療機関への受診，相談のための外出

④入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤その他上記に準ずる外出

（２）余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合

①本市において開催される催しや大会，研修会などに参加するための外出

②公的施設利用のための外出

③買物・理美容のための外出

④習い事・サークル活動などのための外出

⑤その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出 ※散歩（目的地を定めない外出）も利用可

①通勤，営業活動等経済活動に係る外出

②社会通念上適当でないと認められる外出

③募金，宗教，政治的活動等，特定の利益を目的とする団体活動のための外出（ただし，葬式，法事等一
般的慣習として行われている行事への外出は利用できます。）

④通年かつ長期にわたる外出（例：通園・通学，施設・作業所への通所等）

⑤介護者が運転する車を利用した外出（やむを得ない事情があるときは認められる場合があります。）

⑥道路運送法上の許可等を受けていないヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利用した外出

利用できない外出内容

22

利用上の注意

（１）ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等（食事代を除く）については，

利用者の負担となります。

（２）自宅以外が起点・終点となる場合（外出先から別の外出先への移動）も，利

用できます。

（３）目的地での活動中の時間帯であっても，ヘルパーが対象者の援助を行う必要

がある場合，その時間帯はサービスを利用できます。（ただし，プール等で，施

設の管理者がいるところは対象外。）事故があった時の責任関係など，事前に事

業者と話し合って個別支援計画などではっきりさせておく必要がありますので，

事業者にご相談ください。

（４）入所している方は利用できません。

（５）通学・通園の介助についてはサービスの対象となりませんが，保護者の入院

等，やむを得ない事情がある時には利用できる場合がありますので，区福祉・介

護保険課（健康課）へご相談ください。

（６）通院については，診療室，検査室，リハビリ室内では利用できません。
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◆地域生活支援事業

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」

・ 対象者は，家庭での入浴が困難な，常時臥床又はこれに準ずる状態の重度身体障が
い者（おおむね身体障がい者手帳１・２級）です。

・ 原則，訪問入浴サービスと居宅介護（入浴介護）との併給はできません。

◆地域生活支援事業

24

「2018福岡市の障がい福祉ガイド」
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「2018福岡市の障がい福祉ガイド」
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「2018福岡市の障がい福祉ガイド」

◆児童福祉法に基づくサービス

●障がい児入所支援

●障がい児通所支援

障がい児入所支援 障がい児を家庭で養育できないとき，入所させて必要な支援を行う。

●相談支援

障がい児相談支援
障がい児が障がい福祉サービスを計画的・効果的に利用できるよう，
サービス利用計画書を作成し，サービス事業者等と連絡調整を行う。

児童発達支援
医療型児童発達支援

就学前の障がい児が家庭から通い，生活指導や集団生活への適応訓練
などを通じて，自立生活に必要な知識を学ぶ。

保育所等訪問支援
障がい児が通う保育所や小学校を支援員が訪問し，集団生活への適応
のための専門的な支援を提供し，安定した利用を促進する。

放課後等デイサービス
小学校から１８歳までの就学中の障がい児が，放課後又は学校の休業
日に通い，生活能力向上のために必要な訓練を行う。

居宅訪問型児童発達支援

重症心身障がい児などの障がい児であって，児童発達支援の障がい児
通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対し
て，居宅を訪問し，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能
の付与等を行う。
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◆その他の障がい者施策
（他の法律や条例などに基づく障がい児・者施策の例）

生活の安定

各種手当（障がい児福祉手当，福岡市重度心身障がい者福祉手当（市の福祉手当），特
別児童扶養手当など）

在宅酸素療法者に対する電気料金の助成

重度障がい者医療費助成制度（区保険年金課）

訪問型在宅レスパイト事業

小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業

社会参加

交通に関する支援（福祉乗車券等の交付，福祉タクシー料金の助成，自動車運転免許
取得助成事業など）

手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業（委託）

権利擁護 障がい者虐待防止・相談受付
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31

小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業

【内 容】

小児慢性特定疾病児童等と家族が安心して地域で療養生活を送ることができるよう，介護して

いる家族の休息等を目的として，医療機関での一時入院が円滑に行われるよう支援を行います。

小児慢性特定疾病医療費助成事業の承認期間内で，14日間を限度に利用することができます。

レスパイト支援事業の利用料は無料です。ただし，次の一時入院に関する費用が発生した場合

は，その費用についてご負担いただきます。

・保険診療を行った場合，医療保険の自己負担分

・医療機関までの移送や保険診療外の費用（差額ベッド代等）が発生した場合はその額

【対象者】

小児慢性特定疾病医療受給者証を持ち，次の全ての要件に該当する方。

（１）福岡市に住所を有する児童等

（２）人工呼吸器装着者または重症患者かつ次のいずれかの状態にある児童等

ア 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している

イ 気管切開を行っている

ウ 常時頻回の喀痰吸引を実施している（概ね１日に８回以上）

（３）介護者の疾病や疲労またはきょうだい児の看護や学校事業等により，必要な療養上の介

護が受けられなくなり，在宅療養の継続が一時的に困難な状態にある児童等

【窓 口】
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