
令和３年度障害福祉サービス等
報酬改定における主な改定内容について

令和３年４月３０日 八尾市健康福祉部障がい福祉課



参照していただきたいホームページ

１．厚生労働省HP「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に

ついて」→このページは随時更新されていますので、適宜ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_0
0007.html

①令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf

②令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000759622.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000759620.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759622.pdf


２．報酬改定等に関するQ＆A

①令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ
VOL.１（令和３年３月31日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

②令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ
VOL.２（令和３年４月８日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000766855.pdf

③令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ
VOL.３（令和３年４月16日）

https://www.mhlw.go.jp/content/000770471.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000766855.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000770471.pdf


３．関連通知

・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
に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス
に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留
意事項について

https://www.mhlw.go.jp/content/000762246.pdf

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要す
る費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項
について

https://www.mhlw.go.jp/content/000762252.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000762246.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000762252.pdf


令和３年度報酬改定のポイント

【令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な考え方】

①障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の

高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等

②効果的な就労支援や障害児のニーズを踏まえたきめ細かい対応

③医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

④精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進

⑤感染症や災害への対応力の強化等

⑥障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行う

ための報酬等の見直し





【障害福祉サービス等における横断的な改定事項】

①全サービス
⇒令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率 ＋0.56％

②居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立
生活援助、地域定着支援

⇒緊急時における対応機能の強化 〈地域生活支援拠点等に係る加算 新設〉

③短期入所、重度障害者等包括支援
⇒緊急時のための受入機能の強化 〈地域生活支援拠点等に係る加算 新設〉

④自立生活援助
⇒夜間の緊急対応・電話相談の評価 〈緊急時支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 新設〉

⑤地域移行支援
⇒地域移行実績の更なる評価 〈地域移行支援サービス費（Ⅲ） 要件見直し 新設〉





⑥自立生活援助、地域定着支援
⇒精神保健医療と福祉の連携の促進 〈日常生活支援情報提供加算 新設〉

⑦自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援」
⇒居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進 〈居住支援連携体制加算

新設〉〈地域居住支援体制強化推進加算 新設〉

⑧自立生活援助、計画相談支援、障害児通所支援、地域移行支援、地域定着支援
⇒ピアサポートの専門性の評価 〈ピアサポート体制加算 新設〉

⑨全サービス
⇒感染症や災害への対応力の強化 〈感染症の発生及びまん延の防止等に関する
取組の義務化〉〈業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化〉



⑩療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、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、就労継続支援

B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉
型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

⇒地域と連携した災害対策の推進

⑪全サービス
⇒新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価
〈基本報酬の合計単位数×０.１％（令和３年９月サービス提供分まで）〉

⑫重度障害者等包括支援、短期入所、共同生活援助、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、就労継続支援B型、児童
発達支援、放課後等デイサービス

⇒医療連携体制加算の見直し 〈算定要件・報酬単価 見直し〉



⑬居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、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、就労継続支援B型、
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型
児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所
施設

⇒身体拘束等の適正化 〈身体拘束廃止未実施減算 一部新設〉

⑭全サービス
⇒業務効率化を図るためのICTの活用〈新たな加算の新設（日中活動支援加算・
支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算・居住支援連携加算 新設〉

⑮施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
⇒補足給付の基準費用額の見直し 〈現行53,500円から54,000円〉



⑯生活介護、短期入所、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、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型 児童発達支援

（児童発達支援、医療型児童発達支援については食事提供加算）
⇒食事提供体制加算の経過措置の取り扱い 〈経過措置の延長〉

⑰就労継続支援A型、放課後等デイサービス
⇒送迎加算の取り扱い 〈現行の枠組みは維持〉



【訪問系サービス】

①居宅介護
⇒居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、
当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位
数の３０％を減算する。

②重度訪問介護
⇒ヘルパーが運転する際、喀痰吸引、体位交換その他など必要な支援を緊急に
行った場合〈移動介護緊急時支援加算 新設〉

③同行援護
⇒同行援護従業者要件の経過措置の延長 〈令和５年度末まで延長〉

④行動援護
⇒行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の経過措置の延長

〈令和５年度末まで延長〉



⑤重度障害者等包括支援
⇒対象者要件の見直し 〈「１群 起居動作」のうち、「寝返り」、「起き上がり」
又は「座位保持」においてに見直し〉

【日中活動系サービス】

①療養介護
⇒対象者要件の明文化

②生活介護
⇒・常勤看護職員等配置加算の拡充 〈常勤看護職員等配置加算（Ⅲ） 新設〉
・重度障害者支援加算の見直し 〈重度障害者支援加算（Ⅱ） 新設（区分の見直し）〉

③短期入所
⇒・医療型短期入所の対象者要件の見直し
・医療的ケア児者の受入体制の強化
・医療型短期入所の日中活動支援の充実 〈日中活動支援加算 新設〉





【施設系・居住支援系サービス】

①施設入所支援
⇒・口腔衛生管理の充実 〈口腔衛生管理体制加算 口腔衛生管理加算 新設〉
・摂食・嚥下機能支援の充実 〈経口維持加算の見直し〉

②共同生活援助
⇒・重度障害者支援加算の対象者の拡充 〈重度障害者支援加算（Ⅱ） 新設〉
・医療的ケアが必要な利用者への支援を評価〈医療的ケア対応支援加算 新設〉

・強度行動障害を有する者の受け入れを促進するための体験利用の評価 〈強度
行動障害者体験利用加算 新設〉

・基本報酬の見直し〈重度障害者の受入れのインセンティブが働くよう報酬体系を見直し〉

・夜間支援等体制加算の見直し





③自立生活援助
⇒・基本報酬の対象者の見直し 〈同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として

市町村が認める理由によって単身生活を開始した日から一年以内の者 追加〉
・標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合の取り扱い 〈市町村審査会の
個別審査を経て、必要性が認められた場合に更新が可能（必要に応じて更に更新
可）〉





【就労系サービス】

①共通
⇒令和３年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和２年度
の実績を用いないことも可能とする。（就労継続支援は平成30年度実績を用いることも可能）

②就労継続支援A型
⇒現行の「１日の平均労働時間」に加え「生産活動」、「多様な働き方」等５つの
観点からなる各評価項目の総合評価をもって実績とするスコア方式に見直す。

③就労継続支援B型
⇒・多様な就労支援ニーズに対応するための報酬体系の類型化 〈「利用者の就労や

生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系 （就労継続支援B型サービス費
（Ⅲ）（Ⅳ）） 新設〉

・「平均工賃月額」に応じた報酬体系における基本報酬及び基本報酬の区分の見直し

・「利用者の就労や生産活動への参加等」をもって一律に評価する報酬体系に
おける地域住民との協働やピアサポートの専門性の評価 〈地域協働加算 新設〉
〈ピアサポート実施加算 新設〉

・一般就労への移行の促進 〈就労移行連携加算 新設〉







【相談系サービス】

①計画相談支援、障害児相談支援
⇒・基本報酬及び特定事業所加算の見直し 〈主任相談支援専門員配置加算 新設〉

〈特定事業所加算 廃止、機能強化型サー ビス利用支援費 新設〉

・サービス等利用計画の策定時における相談支援業務の評価 〈初回加算 指定計画
相談支援の利用に係る契約をした日の属する月からサービス等利用計画案を利用者に
交付した日の属する月までの期間が３ヶ月を超える場合であって４か月目以降に月２回
以上、利用者の居宅等（障害児の場合は居宅に限る。）に訪問し利用者及びその家族と
面接を行った場合は、上記の要件を満たす月について、その月分の初回加算に相当する

額を加えた額の初回加算を算定〉

・計画策定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価 〈集中支援
加算 新設〉

・他機関へのつなぎのための相談支援業務の評価 〈（計画相談）居宅相談支援事業所
等連携加算 （障害児相談）保育・教育等移行支援加算 算定回数について、障害福祉サー
ビス利用中は２回、利用終了後（６か月以内）は月１回を限度とする。〉





【障害児通所支援】

①児童発達支援・放課後等デイサービス
⇒医療的ケア児に係る判定基準の見直し及び基本報酬区分の設定 〈指標該当 廃止
「医療的ケア児」の基本報酬区分（判定スコア） 創設〉

②児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
⇒・家族支援の評価の充実 〈「家庭連携加算」「訪問支援特別加算」（各月２回程度）

から「家庭連携加算」（月４回程度）へ見直し〉 〈「事業所内相談支援加算」（Ⅰ）
（個別）、「事業所内相談支援加算」（Ⅱ）（グループ）に見直し〉

・著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合の評価 〈個別サポート加算
（Ⅰ） 新設〉

・虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価 〈個別サポート加算（Ⅱ）
新設〉

・児童指導員等加配加算の見直し及び専門的支援加算の創設 〈算定要件見直し
専門的支援加算 新設〉



③放課後等デイサービス
⇒・極端な短時間のサービス提供の取扱い 〈極端な短時間（30分程度）のサービス提供

については報酬（基本報酬及び加算）を算定しない。ただし、放課後等デイサービス計
画に基づき、徐々に在所時間数を伸ばす必要性を市町村が認めた就学児についてはこの
限りではない。また、利用児童の体調不良などにより、結果的に短時間（30分以下）の
サービス提供になった場合は、欠席時対応加算（Ⅱ）の算定を可能とする〉
〈欠席時対応加算（Ⅱ） 新設〉

・利用対象者の拡大の検討〈専修学校等の通学者は今回の報酬改定において対応は行わ
ない〉

【障害児入所支援】
⇒ソーシャルワーカーの配置の評価 〈ソーシャルワーカー配置加算 新設〉

「医療型障害児入所施設」
⇒強度行動障害児の支援の評価 〈強度行動障害児特別支援加算 新設〉







医療的ケア児の基本報酬区分の創設について

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する
支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、
看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬に
ついて見直されました。
大阪府ホームページにわかりやすくまとめられていますので、確認してく

ださい。

大阪府HP「医療的ケア児の基本報酬区分の創設について」
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/r3_reviced_nurse.
html

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/r3_reviced_nurse.html


（１）厚生労働省からの通知

①事務連絡
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/0324.jimurenraku.pdf

②別紙１ ←「見守りスコア」判定に医師の判断が必要です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi1-030324.pdf

③医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.toriatsukai.pdf

④新判定スコア（「別紙2」Ｐ6抜粋） ←令和３年度新判定基準
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.score.pdf

⑤別紙３ 障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi3.0324.hogosya.pdf

⑥読み替え表 ←旧スコアから新スコアへの読み替え（令和４年６月末まで）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/99_yomikae_hyou.pdf

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/0324.jimurenraku.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi1-030324.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.toriatsukai.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.score.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi3.0324.hogosya.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/99_yomikae_hyou.pdf


（２）新判定スコアについて

新判定スコアは、「基本スコア」と「見守りスコア」の２つの構成となってい
ます。

①基本スコア
医療行為の該当の有無についての評価であり、旧判定スコアと同様、保護者や主治医、

看護職員等への聞き取り等により事業所で判断することが可能です。

②見守りスコア
医療的ケアを実施する上でのリスクについて、医療機器のトラブルが命に係わるか、

主介護者による回復が容易かどうかの評価であり、医師による判断が必要です。
なお、新判定スコアの「点数」が必要な場合（重心事業所で看護職員加配加算を算定す
る場合）は、「基本スコア」と「見守りスコア」共に医師が判断する必要があります。

※令和３年４月時点では保護者が新判定スコアを準備することが難しいことが想定されるため、令
和４年６月末まで、医療的ケア区分を決定する上で、新判定スコアに準ずる方法で点数を確認する
ことも可能です。



（３）主たる対象が重症心身障がい児の事業所（重心事業所）について

①基本報酬（概要等）について
⇒ 上記（１）「別紙２」（P34から）をご確認ください。

②スコアの判定について
⇒ 上記（２）をご確認ください。

③看護職員加配加算について
⇒ 【令和３年度】看護職員加配加算（重度）にかかる届出についてをご確認
ください。

【注意】重心事業所が「看護職員加配加算（重度）」を算定する場合は、上記
（２）基本スコア・見守りスコアともに、医師による判断が必要です。



（４）主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所（一般事業所）について

一般事業所が看護職員を配置して「医療的ケアを必要とする障害児（医療的ケア
児）」を支援したときの報酬について見直されました。
次の①から⑥を必ずご確認いただき、適宜、ご対応をお願いします。

①看護職員の配置（（１）厚生労働省通知「別紙2」Ｐ7・8抜粋）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.haitcikijun-1pan.pdf

②基本報酬（算定要件（（１）厚生労働省通知「別紙2」Ｐ9から13抜粋）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.santei-youken.pdf

③基本報酬（算定方法（（１）厚生労働省通知「別紙2」Ｐ14から20抜粋）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.santei-houhou.pdf

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.haitcikijun-1pan.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.santei-youken.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.santei-houhou.pdf


※ 主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所（一般事業所）については、
医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算（重症
心身障がい児以外の事業所）は廃止されます。

④新判定スコア （（１）厚生労働省通知「別紙2」Ｐ6抜粋）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi2.0324.score.pdf

⑤障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ （厚生労働省通知「別紙３」）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi3.0324.hogosya.pdf

⑥読み替え表 （厚生労働省通知）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/99_yomikae_hyou.pdf

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/besshi3.0324.hogosya.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00389813/99_yomikae_hyou.pdf


個別サポート加算（Ⅰ）について

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、
ケアニーズが高い障がい児に支援を行ったときの加算として、「個別サポー
ト加算（Ⅰ）」が創設されました。これらの対象児童について、本市におけ
る考え方を次のとおり整理しました

１．令和３年４月以降の調査について
令和３年４月末までの給付決定については、これまで実施してきた調査項

目（５領域11項目）及び指標チェックシートに基づき、加算の対象かどうか
を決定することとします。
令和３年５月以降の給付決定に際しては、「乳幼児等サポート調査」、

「就学児サポート調査」を実施したうえで加算の対象かどうかを決定します。



２．令和３年３月までに調査を行った障がい児について

（１）未就学児（児童発達支援、医療型児童発達支援）の場合
「乳幼児等サポート調査・給付決定時調査 調査票」の個別サポート加算（Ⅰ）
の対象の判定に基づいた場合、ほぼすべての児童が当該加算の対象になると考え
られるため、全児童を当該加算の対象とします。
※「乳幼児等サポート調査」は、純粋に児童発達支援における当該障がい児への
介助等のサポートの必要量を把握する趣旨であることから、通常の発達の範囲
内かどうかを問わずに、純粋に介助等の必要性を判定するものです。

（２）就学児（放課後等デイサービス）の場合
これまでの指標に係る調査と同様の項目の「就学児サポート調査」により決定

されることから、指標該当児について、「個別サポート加算（Ⅰ）の対象児」と
読み替えることとします。



個別サポート加算（Ⅱ）について

厚生労働省HP「個別サポート加算（Ⅱ）の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定においては、児童発達支援、医療型
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、要保護児童又は要支援児童
を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケ
ア、関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や母子健康包括
支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行
うことへの加算として、「個別サポート加算（Ⅱ）」を創設。

加算の算定に当たって想定している具体的なケースや、具体的な算定要件は
上記「個別サポート加算（Ⅱ）の取扱いについて」に記載されています。
同加算については、個別に対応する必要がありますので、加算を検討される

場合は、「個別サポート加算（Ⅱ）の取扱いについて」をご確認のうえ、障が
い福祉課までご連絡ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000763388.pdf


特定障がい者特別給付費の取扱いについて

厚生労働省事務連絡「令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う特定障
害者特別給付費等に係る食費等の基準費用額の見直しに係る受給者証の取扱
いについて 」
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1640/00387654/syokuzi_kizyun.pdf

【令和３年３月３１日以前に発行した受給者証に係る本市の対応について】
１．新たに受給者証の発行は行いません。

２．対象者が入所している施設宛てに、令和３年３月３１日以前と４月１日
以降の特定障がい者特別給付費（補足給付費）の金額を記載した一覧表を
送付します。令和３年４月のサービス提供分からは、補足給付額を読み替
えてご対応ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1640/00387654/syokuzi_kizyun.pdf

