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（担当 古藤・大谷・濱田 電話 6208‐8015）   

 

大阪市重度障がい者等就業支援事業実施要綱の改正について（通知） 

 

平素は、本市福祉行政の推進にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

標題について、令和２年度より実施している「大阪市重度障がい者就業支援事業」について、令和３年度

より「大阪市重度障がい者等就業支援事業」として、次のとおり対象者、支援対象範囲等を拡充して実施す

ることとなりましたのでお知らせします。 

本取り扱いに関して、ご不明な点がある場合は、当課担当までお問合せいただきますようお願いします。 

 

１ 事業概要について 

（１） 目的 

重度障がい者等の日常生活に係る支援を就業中にも行うことで、障がいを理由として、働く意思と能力が

ありながら働くことのできない者に対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加を促進することを目的

とします。 

 

（２） 対象者 

次の①～④の全ての要件に該当する者。（なお、所得の要件は設けない） 

①重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けているまたは障がい支援区分などの 

支給決定に係る対象者要件を満たすことが確認できる者。 

②民間企業※１に雇用されている（内定も含む）、または自営業※２を営んでおり本事業により所得の向上 

が見込まれる。 

   ※１「障害者の雇用の促進等に関する法律第 49条第１項にある助成金の対象となる事業主」に該当。 

      雇用助成金の対象とならない企業（助成金の欠格事項に該当している企業や就労継続支援Ａ型

事業所）は本事業の対象外となります。 

   ※２ 民間企業に雇用される者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門

で雇用される者その他これに準ずる者以外の者。 

③１週間の所定労働時間が 10時間以上。 

④本市に居住している。（就労場所は本市内に限定しない） 

 

（３） 支援対象範囲 

①対象者の就業中、就業に伴う移動中又は休憩時間中の介助（介助者が主体的に行う業務を除く）。 

令和２年度実施事業は就業時間中の「日常生活における介助」を対象としていましたが、令和３年度 

事業は「業務にかかる介助（業務介助）」も対象とします。 

  ②就業支援の時間数は、民間企業（民間企業で雇用される者の場合）及び関係者が作成する支援計画書

を用いて「業務介助等時間」と「その他必要な支援時間」の時間数の目安を対象者、民間企業（民間

企業で雇用される者の場合）、市町村等が協議し、それをもとに算定することとしており、「業務介

助」に位置付けられる支援は雇用助成金による支援の対象範囲（※１）となるため、本事業において

は次の部分が支援の対象範囲となります。 



 

・民間企業に雇用されている者 → 原則、「その他必要な支援」のみ 

・自営業者 → 「業務介助等」と「その他必要な支援」の双方 

 

 

③通勤の支援は、民間企業に雇用されている者の場合は当該年度のはじめの３か月間は雇用助成金によ

る支援の対象範囲となるため、本事業は４か月目からの支援を対象とします。自営業者に対しては１

か月目から対象とします。 

④民間企業に雇用されている者において、雇用助成金による支援の対象範囲であっても、次のものは本

事業の対象とします。 

・公共交通機関を使用しない通勤（助成金の対象外）※１か月目から 

・業務介助に該当するが、助成金の限度額または企業負担による可能な限りの支援を超過した部分 

  ⑤在宅就労も支援の対象とします。 

 

（４） 支給時間数 

  ①申請前に、本市、対象者、民間企業（民間企業で雇用される者の場合）により協議を行い、支援計画書

を作成します。その計画書にて確認された時間数を支給決定します。 

  ②時間数の上限は設けません。 

③障がい福祉サービス（重度訪問介護、同行援護、行動援護）において２人介助が認められた場合は、本

事業においても２人介助を認めます。（その時間帯は時間数が２倍になります） 

 

（５） 就業支援事業者 

①重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの指定を受けている者。 

   ただし、本事業において就業支援事業者が支援を提供する対象者は、当該事業者が指定を受けたサービ

ス（重度訪問介護、同行援護、行動援護）の支給決定を受けた者に限ります。 

  ②就業支援事業者の所在地は問いません。（本市以外の指定を受けた事業者も可） 

 

（６） 就業支援従事者 

文書作成やＰＣ機器の操作
など障がい者が主体的に業
務を遂行するために必要な
業務に関する介助

喀痰吸引や体位の変換、安
全確保のための見守りなど
障がい者が就労を継続する
上で必要不可欠な支援

文書作成やＰＣ機器の操作
など障がい者が主体的に業
務を遂行するために必要な
業務に関する介助

喀痰吸引や体位の変換、安
全確保のための見守りなど
障がい者が就労を継続する
上で必要不可欠な支援

文書作成やＰＣ機器の操作
など障がい者が主体的に業
務を遂行するために必要な
業務に関する介助

喀痰吸引や体位の変換、安
全確保のための見守りなど
障がい者が就労を継続する
上で必要不可欠な支援

本事業による就業支援の対象範囲

業務介助等 その他必要な支援

（令和２年度） （令和３年度）

業務にかかる介助 日常生活における介助

業務介助等 その他必要な支援

〇民間企業に雇用されている者

〇自営業者等

〇自営業者（個人事業主）

雇用助成金の対象



 

  重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの従事者資格を有している者。 

  ただし、本事業において就業支援従事者が支援を提供する対象者は、当該従事者が有する資格と同 

じサービス（重度訪問介護、同行援護、行動援護）の支給決定を受けた者に限ります。 

 

（７） 報酬について 

①就業支援費の単価及び報酬体系は本事業実施要綱の別表第１を参照ください。 

  ②上記の金額から、利用者負担を控除した金額を、就業支援費として支給します。 

 

（８） 利用者負担と上限額管理事務 

  ①利用者負担額と月額負担上限額設定 

   原則として利用者負担１割の定率負担とします。（例：１時間→単価に応じて 220～400円） 

   ただし、所得に応じて次の区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は生じません。 

生活保護 

低所得 

生活保護受給世帯 

市町村民税非課税世帯等 

利用者負担なし 

（月額負担上限額０円） 

一般 市町村民税課税世帯 
１割負担 

（月額負担上限額３，０００円） 

・重度訪問介護等、障がい福祉サービスの利用者負担とは別に負担を求めることとなります。 

・事業者は、利用者負担を徴収した際は利用者に領収書を交付してください。 

・本取扱いは本市移動支援事業（地域生活支援事業）と同様になります。 

 

   ②利用者負担上限額管理事務 

    利用者負担上限額管理（上限額を超えないように利用者負担を調整する事務。以下、「上限額管

理」という。）は、利用者へ受給者証と併せて交付する利用者負担上限月額管理表（以下、「管理表」

という。）により行います。（生活保護、低所得に該当する利用者に対して管理表は交付しません） 

 

【管理表の記載方法】 

    〇 利用者の受給者証の自己負担割合を確認し、１割負担であることを確認します。 

（利用者負担なしであれば上限額管理の必要はありません） 

    〇 サービスの提供の都度、管理表に所定の内容を記載し、事業者又はヘルパーの確認欄を 

チェックします。 

・管理表を利用者に交付した時点では、受給者番号、利用者氏名及び負担上限月額は記載 

されていません。 

     ・利用者において未記入の場合は、事業者が受給者証を確認したうえで記入してください。 

     ・利用日、事業所名、定率による負担額及び利用者負担額累計欄を利用者負担額累計が上限 

月額に達するまで記入します。 

     ・利用者負担累計額が利用者負担上限月額に到達しそうになった場合は、ちょうど上限額に 

なるように利用者負担額を徴収することとし、その額を利用者負担確定額欄に記入します。 

   〇 ちょうど利用者負担上限月額に到達した事業者は、管理表（紙媒体）を大阪市福祉局障がい 

支援課あて提出（郵送可）してください。 

     ・利用者が一つの事業所しか利用していない場合や月額負担上限額に到達しない場合は管理 

表の提出は不要です。 

     ・管理表の記載欄がなくなり、新しい管理表が必要になったときは、本市 HP（大阪市重度障 

がい者等就業支援事業実施要綱の改正について）よりダウンロードし印刷することが可能

です。（コピー対応可） 

 

２ 申請から支給決定までについて 

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000507231.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000507231.html


 

（１） 支給の申請 

  ①対象者からの利用希望の申し出があった場合は、福祉局障がい者施策部障がい支援課（以下「障がい支

援課」という）をご案内ください。（電話等） 

  ②担当にて利用希望の申し出を伺い、対象者要件に該当すると見受けられた場合は、対象者に支給申請に

必要な書類を送付等し、以下の申請書類一式を受付けします。 

・大阪市重度障がい者等就業支援支給申請書（様式第１号） 

・重度訪問介護等の利用に係る「障がい福祉サービス受給者証」（写） 

・重度訪問介護等の利用に係る「サービス等利用計画書」（写） 

・民間企業に雇用されていること又は自営業を営んでいることが確認できるもの 

・その他必要書類 

 

（２） 聴き取りの実施 

申請書類を確認し、対象者要件に該当することが確認できれば、障がい支援課において次の事項につい 

て更に詳しい聴き取りを行います。（来庁、家庭訪問等） 

・本人の心身の状況 

・就業の状況 

・重度訪問介護等の利用状況 

・就業支援の利用に関する意向 

    ・その他、就業支援の実施にあたり必要な情報 

 

（３） 事前協議 

  ①申請者、障がい支援課、民間企業（民間企業で雇用される者の場合）が集まり、事前協議を行います。 

  ②事前協議においては、就業支援として提供する支援の具体的な内容や、支給を認める時間数、本事業と

助成金との負担の割振（民間企業で雇用される者の場合）等について話し合い、支援の方針を支援計画

書にまとめていきます。 

  ③事前協議を行う場所については、申請者のプライバシーに配慮して協議可能な場所であることが必要な

ため、民間企業の会議室や、市役所内の会議室、申請者の自宅等で都合がよい場所とします。 

  ④一度の開催で支援の方針がまとまらなかった場合は、まとまるまで開催を繰り返します。 

  ⑤ＷＥＢ会議での事前協議も可能です。 

  ⑥民間企業で雇用される者の場合、作成した支援計画書は民間企業から独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構（以下「ＪＥＥＤ」という）へ提出され、ＪＥＥＤにおいて内容の確認が行われます。Ｊ

ＥＥＤによる内容確認の結果、支援計画書の内容に修正が入り、助成金と本事業とで負担の割振等を変

更することが必要となった場合は、再度事前協議を開催し、支援計画書を修正することになります。 

 

（４） 支給決定 

  ①支援計画書（民間企業で雇用される者の場合はＪＥＥＤによる内容確認後）の内容を元に、障がい支援

課において次の事項を決定します。 

    ・支給決定期間 

    ・利用者負担 

    ・利用可能時間 

    ・その他市長が必要と認める事項 

②障がい支援課において支給決定通知書と本事業用の受給者証を作成し、申請者に交付します。 

 （自己負担が１割負担の場合は受給者証と併せて利用者負担上限月額管理表も交付） 

③就業支援費を支給することが不適当であると判断される場合（次のような場合）は、不支給の決定を行

うこととします。 

  ・申請者の心身の健康状態等から就業が困難 

  ・就業内容が公序良俗に反するもの（例：性的サービス業） 



 

  ・就業内容が社会通念上ありえないもの（例：通勤が片道 5時間） など 

④申請者が対象者要件に該当していない、または該当しているか否かを確認することができない（自営業

者で、就業の実態を確認できるものを用意できない等）場合も、不支給の決定を行うこととします。 

 

（５） 支給決定の変更 

 ①支給決定内容の変更が必要となった場合、変更申請書（様式第６号）を障がい支援課に提出していただ

きます。 

 ②支給決定内容の変更は、基本的に支援計画書の内容変更となるため、事前協議を再度開催し、支援計画

書の変更及びＪＥＥＤとの調整を経て、支給決定の変更を行います。 

③支給決定内容に変更が生じた場合は、受給者証を再交付します。 

 

（６） 支給決定の取消 

  次の事項に該当する場合は、支給決定を取り消すことになります。 

・本事業の利用を辞退したとき 

・就業支援利用者が死亡又は市外へ転出したとき 

・就業支援利用者が不正又は虚偽の申請により支給の決定を受けたとき 

・その他市長が本事業の利用を不適当であると認めたとき 

 

（７） 居住地の変更等の届出 

  居住地等の変更があった場合は、利用者に変更届（様式第９号）を障がい支援課に提出していただきます。 

 

（８） 受給者証の再交付 

  受給者証の紛失等のため受給者証の再交付が必要となった場合は、利用者に再交付申請書（様式第 10号 

を障がい支援課に提出していただき、受給者証を再交付します。 

 

３ 請求・支払 

（１） 事業者は、支援を提供した翌月の 10日までに、障がい支援課に当月分の報酬を請求してください。 

 

（２） 報酬の請求にあたっては、次の書類を提出してください。 

・サービス提供実績記録票（様式第 11号） 

・大阪市重度障がい者等就業支援費明細書（様式第 12号） 

・請求書（様式第 13号） 

・代理請求及び代理受領委任状（様式第 14号） 

※自己負担が１割負担でかつ複数の事業所利用をしていて負担上限に達した場合には、利用者 

負担上限月額管理表（本事務連絡に添付）の提出が必要となります。 

 

（３） 障がい支援課は就業支援費の額を算定（請求額に過誤がないことを確認）し、事業者に支払います。 

 

４ 調査・指導監査 

（１） 本市は必要に応じて、事業者（その従業者）に対して調査・指導監査を行うことができます。 

 

（２） 本市は必要に応じて、利用者及びその世帯員に対して文書の提出を求めたり、質問を行うことができ  

ます。 

 

（３） 本市は必要に応じて、就業先の従業者など就業実態を把握しうる立場にある関係者に対して文書の提   

出を求めたり、質問を行うことができます。 

 



 

５ 不正利得の徴収 

（１） 偽りその他不正の手段により就業支援費の支給を受けた者があるときは、本市は就業支援利用者の支 

給決定の全部又は一部の支給決定を取り消し、その者からその就業支援費の額に相当する金額の全部 

又は一部を徴収します。 

 

（２） 事業者が不正の手段により就業支援費の支給を受けたときは、その支払った額を返還していただきま 

す。 

 

６ 令和 2年度実施事業に関すること 

令和 2年度実施事業に関することについては、改正前の実施要綱に基づき対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

・支援を提供した翌月の 10日までに、障がい支援課に当月分の報酬を請求 

・報酬の請求にあたっては、次の書類を提出 

・大阪市重度障がい者等就業支援費明細書（様式第 11号） 

・請求書（様式第 12号） ・サービス提供実績記録票（様式第 13号） 

・代理請求及び代理受領委任状（様式第 14号） 

※自己負担が１割負担でかつ複数の事業所利用をしていて負担上限に達した

場合には、利用者負担上限月額管理表の提出が必要となります。 

報酬の支払い 

【支給決定に至るまでのフロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい支援課へ相談 

申     請 

【提出書類】 

・大阪市重度障がい者等就業支援支給申請書（様式第１号） 

・重度訪問介護等の利用に係る「障がい福祉サービス受給者証」（写） 

・重度訪問介護等の利用に係る「サービス等利用計画書」（写） 

・民間企業に雇用されていること又は自営業を営んでいることが確認できるもの 

・その他必要書類 

【支給決定】 

・支援計画書（民間企業で雇用される者の場合はＪＥＥＤによる内容確認後）

の内容を元に、障がい支援課において次の事項を決定 

・支給決定期間 ・利用者負担 ・利用可能時間 ・その他市長が必要と認め

る事項 

・支給決定通知書と受給者証の交付（自己負担ありの場合、上限月額管理表も） 

 

 

 

 

 

【事前協議】 

・申請者、障がい支援課、民間企業（民間企業で雇用される者の場合）が集まっ

て、事前協議 

・支援の具体的な内容や、支給を認める時間数、本事業と助成金との負担の割

振（民間企業で雇用される者の場合）等について支援計画書を作成 

※民間企業で雇用される者の場合、支援計画書は民間企業からＪＥＥＤへ提出

され、内容の確認が行われる。 

【下記事項の聴き取りを実施】 

・本人の心身の状況 ・就業の状況 

・重度訪問介護等の利用状況 ・就業支援の利用に関する意向 

・その他、就業支援の実施にあたり必要な情報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒530-8201 

大阪市北区中之島 1-3-20 大阪市役所 

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 

担当：古藤・大谷・濱田 

電話：06-6208-8015 FAX：06-6202-6962 

 

 

 


