
西宮市日中一時支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第 １ 条 本市における障害者の日中一時支援については、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年度法律第123号。以下「法」という。）及び西宮市地

域生活支援事業実施要綱に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（事業内容） 

第 ２ 条 知的障害児・者、身体障害児又は法第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歳未満である者（以下「障害者等」という。）を介護してい

る方が一時的に介護ができなくなったときの支援とする。 

（事業者の指定） 

第 ３ 条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、西宮市日中一時支援事業所指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

（1） 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例 

（2） 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

（3） 事業所管理者及びサービス提供責任者の経歴書 

（4） 事業所の平面図   
（5） 運営規程 

（6） 利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

（7） 資産（財産）の目録 

（8） 事業計画書 

（9） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、法第３６条に基づく指定障害福

祉サービス事業者の指定に準じて、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定が適当と

認める場合につき西宮市日中一時支援事業所指定通知書（様式第２号）を交付するものとす

る。 

３ 指定を受けたもの（以下「指定事業者」という。）が、第１項の規定に関する書類の記

載内容を変更しようとするときは、西宮市日中一時支援事業内容変更申出書（様式第３号）

を市長に提出し、西宮市日中一時支援事業内容変更承認書（様式第４号）により、市長の

承認を受けるものとする。 

４ 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、西宮市日中一時支援事業廃止届

（様式第５号）により、その旨を市長に届け出るものとする。 

（指定の更新） 

第 ４ 条 前条の事業者の指定は、６年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過

によって、それらの効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有

効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指

定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 



３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定

の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

 （指定事業者の基準） 

第 ５ 条 指定日中一時支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、「西宮市指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成２４年西宮

市条例第２０号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。）で定める基準に準じ

て、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

２ 指定日中一時支援事業者は、指定障害福祉サービス基準条例で定める指定障害福祉サー

ビスの事業の設備及び運営に関する基準に準じて、指定日中一時支援事業のサービスを提

供しなければならない。ただし、この事業においては、設備等に関し居室を用いずにサー

ビスを提供することができるものとする。 

（指定事業者の責務） 

第 ６ 条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始

について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。 

第 ７ 条 削除 
（利用対象者） 

第 ８ 条 利用対象者は、法第２９条及び第３０条に掲げる短期入所の支給決定を受けた知

的障害児・者又は身体障害児とする。 

（申請） 

第 ９ 条 この事業の利用をしようとする障害者又は障害児の保護者（以下「利用者等」とい

う。）は、介護給付費障害児通所給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費療養介護医療

費地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減免等申請書（以下「申請書」という。）

を市長に提出するものとする。 

 （利用決定） 

第１０条 市長は、利用が適当な場合は西宮市日中一時支援事業利用決定通知書（様式６号）

により利用者等に通知するものとする。 

２ 市長は、事業の利用を決定した場合は、受給者証を利用者等に交付するものとする。 

 （変更申請） 

第１１条 第１０条の規定により決定された内容について利用者等が変更しようとするときは、

申請書を市長に提出するものとする。 

 （変更通知） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その要否について西宮市日中一時

支援事業利用変更決定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

 （資格喪失） 

第１３条 第１０条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合において、この利用資格

を喪失する。 

（1） 利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。 

（2） 利用決定した障害者等が、有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。 

   （但し、住所地特例による住所変更を除く。） 



（3） 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。 

（4） 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。 

（受給者証の再交付の申請） 

第１４条 受給者証を紛失又は破損した場合は、受給者証再交付申請書（様式第８号）により再

交付を申請するものとする。 

（給付費の支給） 

第１５条 市長は、この事業の利用者に対し別表１の単価の１００分の９０に相当する額

（生活保護世帯、市民税非課税世帯については単価の額）を給付費として支払うものと

する。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出が

あった場合はこの限りでない。  

 （代理受領） 

第１６条 前条の規定により代理受領を受けた指定事業者は、日中一時支援事業費請求書（様式

第９号）に日中一時支援事業費明細書（様式第１０号）及び日中一時支援事業サービス提供

実績記録票（様式第１１号）を添えて、市長に費用の請求をするものとする。 

２ 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月１０日までに請求がなされた分に

ついて、翌々月末日までに行うものとする。 

 （負担上限額） 

第１７条 利用決定障害者等がこの事業を利用した場合は、第１５条に規定する単価の１０

０分の１０に相当する額を負担するものとする。但し、同一の月の負担額は別表２で定

める額を上限とする。 

 （事業者の指定に係る経過措置） 

第１８条 第３条の規定にかかわらず、短期入所を行う事業所として法第３６条により、指

定を受けている事業所については、西宮市日中一時支援事業所指定申請書（様式第１号）

に指定通知書の写し及び法３６条第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書（参考様式

１）を添付して提出することをもって、この事業の指定を受けたものと見なす。  

 （補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 



附 則 

この要綱は、平成２７年６月１日から実施する。 

 



別表１ 

 

CD 区     分 

単  

価 支給決定の内容 

1 

障害者支援施

設併設型 

短期入所サービスⅠ（区分１）日中一時 1/4 1,310 障害支援区分１ 

2 短期入所サービスⅠ（区分１）日中一時 2/4 2,630 障害支援区分１ 

3 短期入所サービスⅠ（区分１）日中一時 3/4 3,950 障害支援区分１ 

4 短期入所サービスⅠ（区分２）日中一時 1/4 1,310 障害支援区分２ 

5 短期入所サービスⅠ（区分２）日中一時 2/4 2,630 障害支援区分２ 

6 短期入所サービスⅠ（区分２）日中一時 3/4 3,950 障害支援区分２ 

7 短期入所サービスⅠ（区分３）日中一時 1/4 1,500 障害支援区分３ 

8 短期入所サービスⅠ（区分３）日中一時 2/4 3,010 障害支援区分３ 

9 短期入所サービスⅠ（区分３）日中一時 3/4 4,520 障害支援区分３ 

10 短期入所サービスⅠ（区分４）日中一時 1/4 1,670 障害支援区分４ 

11 短期入所サービスⅠ（区分４）日中一時 2/4 3,350 障害支援区分４ 

12 短期入所サービスⅠ（区分４）日中一時 3/4 5,030 障害支援区分４ 

13 短期入所サービスⅠ（区分５）日中一時 1/4 2,030 障害支援区分５ 

14 短期入所サービスⅠ（区分５）日中一時 2/4 4,060 障害支援区分５ 

15 短期入所サービスⅠ（区分５）日中一時 3/4 6,090 障害支援区分５ 

16 短期入所サービスⅠ（区分６）日中一時 1/4 2,390 障害支援区分６ 

17 短期入所サービスⅠ（区分６）日中一時 2/4 4,780 障害支援区分６ 

18 短期入所サービスⅠ（区分６）日中一時 3/4 7,170 障害支援区分６ 

25 

障害者支援施

設併設型      

(児童） 

短期入所サービスⅡ（区分１）日中一時 1/4 1,310 区分１ 

26 短期入所サービスⅡ（区分１）日中一時 2/4 2,630 区分１ 

27 短期入所サービスⅡ（区分１）日中一時 3/4 3,950 区分１ 

28 短期入所サービスⅡ（区分２）日中一時 1/4 1,590 区分２ 

29 短期入所サービスⅡ（区分２）日中一時 2/4 3,180 区分２ 

30 短期入所サービスⅡ（区分２）日中一時 3/4 4,780 区分２ 

31 短期入所サービスⅡ（区分３）日中一時 1/4 2,030 区分３ 

32 短期入所サービスⅡ（区分３）日中一時 2/4 4,060 区分３ 

33 短期入所サービスⅡ（区分３）日中一時 3/4 6,090 区分３ 

食事提供体制加算 510 

４時間未満・・・・・・・・・・・・１／４日 

４時間以上８時間未満・・・２／４日 

８時間以上・・・・・・・・・・・・３／４日と算定する。 

 



別表２ 
 

18
歳

以

上 

区  分 負担上限月額 
生活保護 ０円 
低所得（市町村民税非課税世帯に属する者） ０円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 16 万円未満） ９，３００円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 16 万円以上） ３７，２００円 

※ 利用者本人が 18 歳以上の場合の「世帯」の範囲は「利用者本人及び同一世帯に属する配偶

者」とする。 
 

18
歳

未

満 

区  分 負担上限月額 
生活保護 ０円 
低所得（市町村民税非課税世帯に属する者） ０円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 28 万円未満） ４，６００円 
一般（世帯の市町村民税所得割合計額が 28 万円以上） ３７，２００円 

 
 


