参考資料一覧

表題
参考資料１

通知年月日等

指定障害福祉サービス事業者の事業廃

平成 29(2017)年７月 28 日厚生労働省社

止（休止）に係る留意事項等について

会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導
室、障害福祉課事務連絡

参考資料２

指定障害福祉サービス事業者の組織変
更に対する指定の取扱い

参考資料３

障害者の日常生活及び社会生活を総合

令和３年１月 25 日障発 0125 第５号厚生労

的に支援するための法律に基づく指定

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

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の一部を改
正する省令の公布について（通知）
参考資料４

令和３年１月 25 日官報

参考資料５

基準条例の概要について

参考資料６

サービス管理責任者及び児童発達支援
管理責任者の研修体系等の見直しの概
要並びに経過措置等について

参考資料７

社会福祉施設等における感染症等発生

平成 17(2005)年２月 22 日厚生労働省健康

時に係る報告について

局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭
局長、社会・援護局長、老健局長通知

参考資料８
参考資料９

利用者預り金等の適正管理の徹底につ

平成 29(2017)年４月 28 日障第 123 号栃木

いて

県保健福祉部障害福祉課長通知

社会福祉施設等における災害時に備え

平成 30(2018)年 10 月 19 日厚生労働省社

たライフライン等の点検について

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課等事
務連絡

参考資料 10

社会福祉施設等における利用者の安全

平成 30(2018)年７月 18 日障第 357 号栃木

確保及び非常災害時の体制整備の強

県保健福祉部障害福祉課長通知

化・徹底について（依頼）
参考資料 11

平成 30 年４月以降の訪問系サービスの

平成 30(2018)年２月９日厚生労働省社

従業者要件等について

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問
サービス係事務連絡

参考資料 12

居宅介護における同一建物減算（大規

平成 30(2018)年３月 22 日厚生労働省社

模）の取扱い等について

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問
サービス係事務連絡

参考資料 13

指定生活介護事業所における医師未配

平成 31(2019)年２月 22 日栃木県保健福祉

置減算の取扱いについて（通知）

部障害福祉課福祉サービス事業担当事務連
絡

参考資料 14

就労移行支援事業の適正な実施につい

令和元年 11 月５日障障発 1105 第１号厚生

て

労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福
祉課長通知

参考資料 15

参考資料 16

参考資料 17

参考資料 18

就労移行支援事業、就労継続支援事業

平成 30(2018)年４月 10 日障障発 0410 第

（Ａ型、Ｂ型）における留意事項につ

１号）厚生労働省社会・援護局障害保健福

いて

祉部障害福祉課長通知

指定就労継続支援Ａ型における適正な

平成 29(2017)年３月 30 日障障発 0330 第

運営に向けた指定基準の見直し等に関

４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

する取扱い及び様式例について

部障害福祉課課長通知

指定就労継続支援Ａ型における適正な

平成 30(2018)年３月２日障障発 0302 第１

運営に向けた指定基準の見直し等に関

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

する取扱いについて

障害福祉課長通知

「就労支援等の事業に関する会計処理

平成 25(2013)年１月 15 日社援発 0115 第

の取扱いについて」の一部改正につい

１号厚生労働省社会・援護局長通知

て
参考資料 19

参考資料 20

「就労支援等の事業に関する会計処理

平成 25(2013)年１月 15 日厚生労働省社

の取扱いについて」の一部改正に伴う

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務

留意事項等の説明

連絡

就労定着支援の円滑な実施について

平成 30(2018)年７月 30 日障障発 0730 第
２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課長通知

参考資料 21

障害者就業・生活支援センターと就労

平成 30(2018)年３月 14 日厚生労働省社

定着支援事業所の関係について

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課等事
務連絡

参考資料 22

生活介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業

令和元 (2019)年７月 16 日厚生労働省社

所にかかる「自己点検チェックのための

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務

ガイドライン案」
「自己点検チェックリス

連絡

ト案」「実践事例集」の公表について

参考資料 23

ガイドライン、自己点検チェックリス
ト案及び実践事例集の概要について

参考資料 24

共同生活援助（グループホーム）の共

平成 26(2014)年９月 22 日厚生労働省社

同生活住居の取扱いについて

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域
生活支援推進室事務連絡

参考資料 25
参考資料 26

社会福祉施設等における防火安全対策

平成 30(2018)年２月 20 日障第 957 号栃木

の徹底について

県保健福祉部障害福祉課長通知

障害者グループホームにおける防火安

平成 27(2015)年３月９日厚生労働省社

全体制の徹底及び点検について

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域
生活支援推進室事務連絡

参考資料 27

児童発達支援ガイドラインについて

平成 29(2017)年７月 24 日障発 0724 第１
号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
長通知

参考資料 28

放課後等デイサービスガイドラインに

平成 27(2015)年４月１日障発 0401 第２号

ついて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
通知

参考資料 29

運営規程に定める営業時間等について

平成 29（2017）年３月 31 日付け障第 1129
号栃木県保健福祉部障害福祉課長通知

参考資料 30

児童福祉施設等に設置している遊具等

令和元（2019）年６月 17 日付け厚生労働

の安全管理の強化について

省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
ほか連名事務連絡

参考資料 31

重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決

平成 26(2014)年３月 31 日障障発 0331 第

定事務等に係る留意事項について

８号 厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課長通知

参考資料 32

短期入所における短期利用加算の算定

平成 30（2018）年 12 月６日栃木県保健福

について

祉部障害福祉課福祉サービス事業担当事務
連絡

参考資料 33

児童発達支援事業における送迎加算の

平成 29（2017）年 12 月 25 日付け栃木県

算定について

保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担
当事務連絡

参考資料 34

登録研修機関一覧（平成 31(2019)年 4
月 1 日現在）

参考資料 35

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為
事業者）登録適合書類チェックリスト

