
渋川市移動支援事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、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項第８号の規定に基づき、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児

（以下「障害者等」という。）について、外出のための支援を行うことに

より、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする

。

（実施主体）

第２条 この事業の実施主体は、渋川市とし、事業の一部（サービス実施の

決定、費用負担区分の決定を除く。）を、法第３６条第１項の規定による

同法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他市長が

適当と認めた法人等に委託することができる。

（対象者）

第３条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項

の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、屋外での活動

に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児。ただし、法に基づく

同行援護サービスの提供を受けている者は除く。

（２） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項

の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、全身性障害者

及び全身性障害児（肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則（

昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級に該当する者であっ

て両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者、体幹の機能の障害を有

する者又はこれに準ずる者をいう。）。ただし、法に基づく重度訪問

介護サービスの提供を受けている者を除く。

（３） 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号

厚生事務次官通知）に基づく療育手帳の交付を受けている者及び精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
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いる者。ただし、法に基づく行動援護サービスの提供を受けている者

は除く。

（４） 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（以下「難病等」という。）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及び児童福祉

法第４条第２項に規定する難病等であって法第４条第１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

者で、難病等に起因した症状がより重度の状態の時の身体の状態が同

条第２号と同等の者又はこれに準ずるもの。ただし、法に基づく重度

訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。

（事業の内容、支給量及び単位等）

第４条 移動支援事業の内容は、別紙１のとおりとし、原則として１日の範

囲内で事業を終えるものとする。ただし、次に掲げる移動は事業の対象と

しない。

（１） 通勤及び営業活動等の経済活動に係る移動

（２） 通学及び施設への通所等のための移動

（３） 病院への通院介助等のための移動

（４） ギャンブル及び飲酒等を目的とした移動

（５） 宗教、政治活動又は営利を目的とする団体活動に伴う移動

（６） 保護者等による対応が適当と認められる移動

（７） 社会通念上移動支援事業を利用することが適当でない移動

（８） 前各号に掲げる移動のほか、通年かつ長期に継続する移動

２ この事業の支給量は、月２０時間を上限とする。ただし、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施行規則（平成１８年厚

生労働省令第１９号）に規定する事項を勘案し、市長が特に必要と認めた

場合は、２か月の範囲内で、月３０時間を上限として決定できることとす

る。

３ この事業の単位は、３０分を１単位とする。ただし、３０分を超えた利

用時間で端数が生じた場合は、１５分以上で１単位とし、１５分未満は切

り捨てることとする。
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４ この事業は、常に障害者等一人に対して、第１４条に定めるサービスを

提供する者（以下「介護者」という。）一人以上でサービスを提供する。

（申請）

第５条 この事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、移

動支援事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

（決定及び通知）

第６条 市長は、申請書の提出があった場合は、速やかにサービス提供の要

否を決定し、当該申請者に対し、承認の場合には移動支援事業利用決定通

知書（様式第２号）により通知し、不承認の場合には不承認決定通知（様

式第３号）により通知するものとする。

２ 利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用決定期間満

了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、利用決定期間満了の

１か月前から前条に定める申請をするものとする。

３ 決定された支給量の変更は、移動支援事業利用申請書（様式第１号）に

よるものとする。

（届出）

第７条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援事業申

請内容変更（利用辞退）届出書（様式第４号）を市長に届け出なければな

らない。

（１） 利用者等の氏名、住所等に変更があった場合

（２） サービスを辞退する場合

（利用取消し）

第８条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に決

定したサービスを取り消すことができる。

（１） この事業の対象者でなくなった場合

（２） 偽りその他不正な手段によりサービスを受けた場合

（３） 市長が利用を不適当と認めた場合

２ 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、移動支援事業

利用決定取消し通知書（様式第５号）により利用者に通知するものとする

。
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（利用の方法）

第９条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、移動支援事業利用決

定通知書を委託を受けた事業者に提示し、利用者が依頼するものとする。

（事業に係る費用等）

第１０条 事業の実施に係る委託料は、別紙２に定める市負担額から利用者

負担額を差し引いた額とする。

２ 本事業における身体介護が伴う場合の費用の算定方法は、法に基づく指

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（平成１８年厚生労働省告示５２３号）に規定する通院

等介助の身体介護が伴う場合の算定方法等により算定する。

３ 介護者が車両等を運転し移動する時間は、本事業の報酬算定の対象外と

する。ただし、市長が運転手以外の介護者の同乗を認め、障害者等を介護

している場合を除く。

４ 利用者は、別紙２に定める利用者負担額を事業に要する経費の一部とし

て直接サービスを受けた事業者に支払うものとする。ただし、第１１条に

規定する利用者ごとの利用者負担上限月額までとする。

（利用者負担上限月額）

第１１条 市長は、利用者の世帯が該当する次の各号のいずれかの額を、利

用者負担上限月額に設定することができる。この場合において、世帯の範

囲は、利用者が障害者の場合は障害者及びその配偶者又は障害児の場合は

保護者が属する世帯全員とする。

（１） 生活保護法（昭和２４年法律第１４４号）に基づく生活扶助を受

けている世帯 ０円

（２） 世帯の当該年度の市町村民税（４月から６月までの間の申請につ

いては、前年度とする。）が非課税 ０円

（３） 障害者及びその配偶者の当該年度の市町村民税（４月から６月ま

での間の申請については、前年度とする。）の所得割額の合計が１６

万円未満 ９，３００円

（４） 保護者の属する世帯全員の当該年度の市町村民税（４月から６月

までの間の申請については、前年度とする。）の所得割額の合計が２
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８万円未満 ４，６００円

（５） 上記のいずれにも該当しない ３７，２００円

２ 前項に規定する市町村民税の算定に当たっては、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施行規則第２６条の３の規定によ

る、扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正す

る法律（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法に

より算出し、並びに渋川市寡婦（夫）控除のみなし適用実施要綱（平成２

８年４月１日施行）の規定に基づき、みなし適用が認められた者について

は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による寡婦控除、特別

寡夫控除又は寡夫控除の適用があるものとみなして算出した額とする。

（委託費の請求及び支払）

第１２条 市長は、委託を受けた事業者に対して、次により委託費を支払う

ものとする。

（１） 委託を受けた事業者は、翌月１０日までに移動支援事業委託費請

求書（様式第６号）に移動支援事業委託費明細書（様式第７号）及び

移動支援提供実績記録票（様式第８号）を添付し、市長に請求するも

のとする。

（２） 市長は、委託費の請求書を受理したときは、その内容を審査し３

０日以内に支払うものとする。

（３） 市長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等につ

いて、調査を行うことができる。

（記録、諸帳簿等）

第１３条 委託を受けた事業者は、この事業について明確に経理するととも

に、この事業に関する諸記録、帳簿等を次のとおり整備しなければならな

い。

（１） 移動支援事業の活動内容を記録した業務日誌

（２） 市からの委託料の経理に関する帳簿

（３） その他事業に関する記録、帳簿等

（サービスを提供する者）

第１４条 サービスを提供する者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
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る。

（１） 委託を受けた事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所等に

勤務する従業者であって、介護福祉士若しくは居宅介護従業者養成研

修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を

修了した旨の証明書の交付を受けた者

（２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項に規定する

政令で定める者

（３） 市長がこれらに準じる者として認めた者

（損害賠償措置）

第１５条 委託を受けた事業者は、法人所有車等を利用してサービスを提供

する場合、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合に備えるため、次に定める保険金額を補償内容とする損害賠償保険

に加入しなければならない。

（１） 対人賠償８，０００万円以上

（２） 対物補償２００万円以上

（３） 搭乗者傷害特約付き

（遵守事項）

第１６条 委託を受けた事業者は、事業を実施するに当たり次の各号を遵守

すること。

（１） 従業者の資質向上のため、その研修の機会を積極的に確保するこ

と。

（２） サービス提供時に事故が発生した場合は、市及び家族等に速やか

に連絡をするとともに、必要な措置を講じること。

（３） 業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則
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この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、この要綱の改正

前になされた事業の支給量の上限は、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、この要綱の改正

に前になされた第６条に基づく決定は、なお従前の例による。
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別紙１

１ 余暇活動及び社会参加のための移動

（１） 各種行事及び研修会のための移動

（２） 余暇、スポーツ、文化活動への参加のための移動

（３） ボランティア活動のための移動

（４） レクリエーション、旅行、スポーツ観戦、映画鑑賞及び観劇等の

ための移動

（５） その他前各号に準ずる外出と市長が認める移動

２ 社会生活上不可欠な移動

（１） 権利、義務に関する相談及び手続きのための移動

（２） 学校行事への参加及びＰＴＡ活動のための移動

（３） 家計の維持及び財産の保全に係る手続きのための移動

（４） 外食及び日常生活に必要な買い物のための移動

（５） 理容、美容及び着付けのための移動

（６） 住居の取得、賃貸借、維持管理の契約及び相談のための移動

（７） 冠婚葬祭、初詣及び墓参り等社会的習慣のための移動

（８） 官公庁及び金融機関での手続きのための移動

（９） 公的行事への参加のための移動

（１０） その他前各号に準ずる外出と市長が認める移動
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別紙２

基本料金

市負担額

時間基本区分 ３０分 １時間 １時間３０分

介護区分

身体介護を伴う ２，３００円 ４，０００円 ５，８００円

身体介護を伴わない ８００円 １，５００円 ２，２５０円

利用者負担額

時間基本区分 ３０分 １時間 １時間３０分

介護区分

身体介護を伴う ２３０円 ４００円 ５８０円

身体介護を伴わない ８０円 １５０円 ２２５円

延長（又は夜間、深夜延長）料金

市負担額

時間延長区分 以降３０分毎 以降３０分毎 以降３０分毎

介護区分 （日中） （夜間） （深夜）

身体介護を伴う ８２０円 １，０３０円 １，２３０円

身体介護を伴わない ７５０円 ９４０円 １，１３０円

利用者負担額

時間延長区分 以降３０分毎 以降３０分毎 以降３０分毎

介護区分 （日中） （夜間） （深夜）

身体介護を伴う ８２円 １０３円 １２３円

身体介護を伴わない ７５円 ９４円 １１３円

※ 夜間及び深夜とは次のとおりとする。

（１） 夜間とは、午後６時から午後１０時までの時間とする。

（２） 深夜とは、午後１０時から午前６時までの時間とする。
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様式第１号

移動支援事業利用申請書

渋川市長 様

次のとおり申請します。なお、決定のため、市が世帯の課税状況や所得状況等に

ついて、確認することに同意します。

申請年月日 年 月 日

申 フリガナ 生年月日

請 氏 名 印

者 個人番号

居住地 〒

電話番号

フリガナ 生年月日

申請に係る 個人番号

児童氏名 続 柄

障害者手帳 身体 療育 手帳番号

等の種類 精神 難病等 又は疾病名

サ 障害福祉 障害支援 有・無 区分 非該当

関係サービス 区分認定 １ ２ ３ ４ ５ ６ー

ビ 利用中のサービスの種類と内容等

ス

利

用 介護保険 要介護 有・無 要介護度 非該当・要支援 １ ２

の サービス 認 定 要介護 １ ２ ３ ４ ５

状 利用中のサービスの種類と内容等

況

申請内容
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様式第２号

移動支援事業利用決定通知書

年 月 日

様

渋川市長 印

渋川市移動支援事業実施要綱に規定する移動支援事業の利用について、下記のと

おり決定しましたので通知します。

記

利用者番号 利用

決定日

利用者 氏名 生年月日

（保護者）

住所

決定係る 氏名 生年月日

児童

続柄

利用者負担の有無 有・無 利用者負担

上限月額

利用決定期間

支給量 介護区分

備 考

審査請求及び取消訴訟

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起

算して３か月以内に渋川市長に対し審査請求をすることができます。

２ この決定の取消しを求める訴えは、この通知書を受け取った日の翌日から起算

して６か月以内に渋川市を被告として（渋川市長が被告の代表となります。）提

起することができます。なお、この決定の日から１年を経過すると、この決定の

取消しを求める訴えを提起することができなくなります。
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様式第３号

不承認決定通知書

年 月 日

様

渋川市長 印

年 月 日に申請された移動支援事業の利用については、次の理由

により不承認とすることに決定しましたので通知します。なお、この決定に不服が

あるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に渋川市長に対

して審査請求をすることができます。

記

１ 不承認の理由
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様式第４号

移動支援事業申請内容変更（利用辞退）届出書

渋川市長 様

次のとおり（変更・辞退）したいので届け出ます。

届出年月日 年 月 日

申 フリガナ 生年月日

請 氏 名 印

者 個人番号

〒

居住地

電話番号

フリガナ 生年月日

申請に係る 個人番号

児童氏名 続柄

障害者手帳 身体 療育 手帳番号

等の種類 精神 難病等 又は疾病名

変更内容

変更事項 変更前 変更後

氏 名

居住地

その他

利用辞退

理 由
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様式第５号

移動支援事業利用決定取消し通知書

年 月 日

様

渋川市長 印

年 月 日付けで決定した移動支援事業利用決定については、下記

のとおり取り消しましたので、渋川市移動支援事業実施要綱第８第２項の規定に基

づき通知します。

記

利用者番号 利用決定

取消し日

利用者 氏名

（保護者）

住所

決定に係る 氏名

児童

続柄

取消し理由

審査請求及び取消訴訟

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起

算して３か月以内に渋川市長に対し審査請求をすることができます。

２ この決定の取消しを求める訴えは、この通知書を受け取った日の翌日から起算

して６か月以内に渋川市を被告として（渋川市長が被告の代表となります。）提

起することができます。なお、この決定の日から１年を経過すると、この決定の

取消しを求める訴えを提起することができなくなります。
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様式第６号

移動支援事業委託費請求書

渋川市長 様

請求金額

千 円

内訳 年 月分

委託費名 明細書件数 金 額

移動支援事業委託費

上記の通り請求します。

年 月 日

請求者 住 所

法人名

（事業所名）

代表者名

電話番号

振込先口座

銀 行 名

支 店 名

口 座 種 別

口 座 番 号

口座名義人
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様式第７号

移動支援事業委託費明細書

年 月分

利用者番号 法人名及び

利用者氏名 の事業所名

児童氏名

費用額計算欄

サービス提供時間 算定単位額 算定回数 算定額

算定額合計 ①

利用者負担額計算欄

利用者負担算定額合計 A

利用者負担上限月額 B

A又は Bのいずれか低い額 ②

当月移動支援事業委託費請求額 ①－②
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様式第８号

移動支援提供実績記録票

年 月分

利用者番号 法人名及び

利用者氏名 の事業所名

児童氏名

支給量

利用者負担 有・無

日付 サービス提供時間 車両等の 委託料の 派遣 利用者 移動 提供 利用者

開始時間 終了時間 運転時間 算定時間 人数 負担額 手段 者印 確認印
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