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☆ 障害者総合支援法とは

障害者総合支援法は 「障がい者制度改革推進本部等における検討を，

踏まえて，地域社会における共生の実現に向けて，障害福祉サービスの

充実等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，新たな

障害保健福祉施策を講ずる」ことを趣旨として，障害者自立支援法を改

正する形で創設されました。法律の題名は障害者総合支援法に変更され

ましたが，法律の基本的な構造は障害者自立支援法と同じです。

＜目 的＞

法の目的を「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふ

さわしい日常生活又は社会生活を営む」とし 「地域生活支援事業」による支援，

を含めた総合的な支援を行うことも明記されました。

＜対象者＞

対象となる障がい者の範囲は 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発， ， ， （

達障害者を含む）に加え，制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病

等（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）としています。

※平成27年7月時点で，332疾病が対象です。

＜利用できるサービスについて＞

， （「 」）80項目に及ぶ調査を行い その人に必要なサービスの度合い 障害支援区分

を測り，その度合いに応じたサービスが利用できるようになっています。
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「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれています。

ここでは，精神障がいをお持ちの方が利用されている内容を中心に

説明します。

① 医療・介護・仕事に関すること（自立支援給付）

② 生活に関すること（地域生活支援事業）

医 療： 医療費の負担が軽減されます。

●更生医療

●育成医療※

●精神通院医療※ ※実施主体は都道府県等

。仕 事：段階を追って仕事ができるようになる訓練を受けることができます

●自立訓練・・・・一定期間，生活するために必要な力をつける訓練をします。

●就労移行支援・・会社等で働きたい人に，一定期間，仕事に必要な知識や力をつけ

るための訓練をします

●就労継続支援・・会社での仕事が困難な方に，働く場を提供し，必要な知識と力を

身につける訓練をします。

雇用契約を結ぶA型（雇用型）と

契約を結ばないB型（非雇用型）があります。

介 護：家での生活を支えます。

●居宅介護・・自宅で，調理や食事，掃除等の介護が受けられます （ホームヘルプ）。

●短期入所・・自宅で介護する人が病気になった場合などに，短期間，夜も施設でお

風呂（ショートステイ ・トイレ・食事の介護等が受けられます。）

生活の場： 共同生活援助

●共同生活援助・・共同生活を行う場所で，相談や生活のお手伝いが受けられます。

※ 従来のケアホームは，グループホームに一元化されました。（グループホーム）

地域生活支援事業

●移動支援・・・・・・・・社会参加のための外出のお手伝いをします。

●地域活動支援センター・・社会に参加して，仲間と作業や交流をする施設です。

●福祉ホーム・・・・・・・住まいが必要な方に，低額な料金で住まいを提供し，

生活面で必要なお手伝いをします
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相談支援事業（精神障がい対応）

相談支援事業所は，相談支援の充実を図るため，平成24年4月より，

以下の体系により相談支援を行っています。

■ 相談支援の種類

事業の種類 支援の種類 事業の概要

指定一般相 地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している方や精神病院に

談支援事業 地域定着支援 入院している方が地域生活へ移行するための支援

や，居宅において一人暮らしをしている方などの夜間

緊急時等の支援を行います。

指定特定相 計画相談支援 障がいのある方が障がい福祉サービスを利用する前

談支援事業 のサービス等利用計画案の作成，支給決時の計画作

成，一定期間ごとのモニタリング実施等の支援を行い

ます。

指定障がい 障がい児相談 障がいのある児童が障がい児通所支援利用前の障が

児相談支援 支援 い児支援利用計画案の作成，支給定時の計画作成，

事業 一定期間のモニタリング実施等の支援を行います。

■ 相談支援事業所一覧

， 。※地域名は 精神障がい対応の市町村委託契約を結んでいることを表しています

身体・知的障がい 阿南市：精神と同じ，那賀町：ひのみね，淡島学園，シーズ

※「通常の事業実施地域」を越えてサービスを行っている場合もありますので，

詳しくは 各事業所にお問い合わせください。

通常の事業実施地域 （ﾌｧｸｼﾐﾘ）名 称 所在地 電話番号事業の種類

0885-32-0903徳島赤十字障がい者支援 小松島市， 一般 〒773-0015

（ ）施設ひのみね 障がい者相 阿南市， 特定 小松島市中田 0885-33-3037

談支援センターひのみね 那賀町 児童 町字新開4-1

0884-22-0379相談支援事業 淡島学園 小松島市， 一般 〒774-0009

（ ）阿南市， 特定 阿南市西路見 0884-22-6648

那賀町 児童 町姥6番地7

0884-24-3366シーズ相談支援事業部 小松島市， 一般 〒774-0044

（ ）阿南市，那賀 特定 阿南市上中町 0884-23-0263

町，勝浦郡 児童 南島15-1

一般 〒779-2306 0884-77-1230とみた県南コミュニテ 小松島市，

（ ）ィケアセンター 阿南市， 特定 海部郡美波町 0884-77-1208

児童 西河内字月輪相談支援事業所とみた 那賀町，

126番地4海部郡
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通常の事業実施地域 （ﾌｧｸｼﾐﾘ）名 称 所在地 電話番号事業の種類

一般 〒774-0046 0884-22-1810相談支援センター 阿南市

（ ）西室苑 特定 阿南市長生町 0884-23-6433

児童 間谷32番地

特定 〒774-0047 0884-22-6374障害者相談支援センタ 徳島市，

（ ）ーびぎん 小松島市， 児童 阿南市下大野 0884-22-6374

町松ノ本5-6阿南市

一般 〒779-1235 0884-42-0999こなん 小松島市，

（ ）阿南市， 特定 阿南市那賀川 0884-42-2839

児童 町苅屋25番地那賀町

■サービス利用までの流れ
＊あくまでも例です。サービス内容により異なる事もあります。
事前にご相談ください。

相談支援事業所

阿南市福祉課・那賀町保健医療福祉課等

阿南市福祉課・那賀町保健医療福祉課

（例) ホームヘルプサービスの開始

（例）人目が気になり買い物に行けない。

何か支援はないか？あれば利用したい。

相談

（１）障害支援区分の認定（アセスメント・調査）

（２）サービス等利用計画案の作成

（３）支給決定

受付・申請

（４）サービス担当者会義

（５）支給決定時のサービス等利用計画の作成

（６）サービス利用の開始

支給決定後のサービス等利用計画の見直し

相談支援事業所

相談支援事業所

相談支援事業所

市 ・ 町

市 ・ 町

市 ・ 町

相談支援事業所

本人・家族の思い

・利用するサービス提供事業所と利用契約

・受けるサービスの利用計画作成

ご本人の思いに沿いながら、

サービスを可能な範囲で見直していきます。

市 ・ 町
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利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ，

その負担は所得等に配慮した負担（応能負担）とされています

■月ごとの利用者負担には上限があります

障害福祉サービスの定率負担は，所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定さ●

れ，ひと月に利用したサービス量にかかわらず，それ以上の負担は生じません。

世帯の収入状況 負担上限月額区 分

生活保護受給世帯 ０円生活保護

０円低所得 市町村民税非課税世帯（注1）

９，３００円一般1 市町村民税課税世帯 所得割16万円 注2 未満（ （ ） ）

※入所施設利用者（20歳以上 ，グループホーム）

利用者を除きます（注3 。）

３７，２００円一般2 上記以外

（注1）3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合，収入が概ね300万円以下の世帯

が対象となります。

（注2）収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。

（注3）入所施設利用者（20歳以上 ，グループホーム利用者は，市町村民税課）

税世帯の場合 「一般2」となります。，

所得を判断する際の世帯の範囲は，次のとおりです。●

種 別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者 障がいのある人とその配偶者

（施設に入所する18，19歳を除く）

障がい児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

（施設に入所する18，19歳を含む）

， ，＊個人の状況によって負担額も違ってきまので 事前に必ず相談し

確認してください。
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自立支援医療制度は，心身の障害を除去・軽減するための医療に

ついて， 医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

■ 精神通院医療

対象者は，精神疾患を有し，継続して通院治療を必要とする方（一定所得以上の

者を除く 。 診断書により審査を行い，要否を判定します。）

自立支援医療の自己負担と軽減措置■

世帯の市町村民税課税額または本人の収入に応じ，月ごとに負担上限額が設定されています。●

， ， 。ただし この負担上限額がひと月あたりの医療費の１割を超える場合は 自己負担は１割となります

なお，一定の負担能力があっても，継続的に相当額の医療費負担が生じる者（高額治療継続者〈いわ

ゆる「重度かつ継続 ）にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減措置がとられて」〉

います。

世帯の単位は，住民票上の家族のうち，同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただ●

し，同じ医療保険に加入している場合であっても，配偶者以外であれば，税制と医療保険のいずれに

， 。おいても障害者を扶養しないことにした場合は 別の世帯とみなすことが可能となる場合もあります

入院時の食事療養費又は生活療養費（いずれも標準負担額相当）については，入院と通院の公平を図●

る視点から原則自己負担となります。

※1高額治療継続者（「重度かつ継続」）の範囲については，以下のとおりです。

①疾病，症状等から対象となる者：統合失調症，躁うつ病・うつ病，てんかん，認知症等の脳機能障害若しくは

薬物関連障害（依存症等）の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有す

る医師が判断した者

②疾病等に関わらず，高額な費用負担が継続することから対象となる者： 医療保険の多数回該当の者


