○ 厚生労 働省 令第 四十 四号

総則 （第 一条 ―第 八条 ）
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設備 及び 運営 に関 する基 準（ 第十 三条 ―第 二十 六条 ）

総則

第四 章
附則
第一 章

一頁

（ 認定の 要件 ）

生活 保護 法（ 昭和 二十 五年 法律 第百四 十四 号。 以下 「法 」と いう 。） 第三 十条第 一項 ただ し書 の厚

一

都道 府県 、市 町村 又は 法人 が経 営し ている もの であ るこ と。

都道 府県 知事 （地 方自治 法（ 昭和 二十 二年 法律 第六 十七 号）第 二百 五十 二条 の十 九第 一項 の指 定都 市（

と。

福祉 法第 七十 二条 の規 定に よる経 営の 停止 を命 ずる 処分 を受 けて から五 年を 経過 して いな い者 でな いこ

当該 施設 を経 営す る者 が、第 六条 第一 項の 規定 によ る日 常生 活支 援住居 施設 の認 定の 取消 し又 は社 会

運営 をす るこ とが でき る施 設と認 めら れる こと 。

第三 章及 び第 四章 に定 める 人員並 びに 設備 及び 運営 に関 する 基準 に従っ て将 来に わた り適 正な 事業 の

七十 二条 の規 定に よる 経営 の制 限又は 停止 を命 ずる 処分 を受 けて いな いこ と。

法第 二条 第三 項第 八号 に規 定す る事 業を行 う施 設に 限る 。） であ って 、当 該施設 を経 営す る者 が同 法第

社会 福祉 法（ 昭和 二十 六年 法律 第四十 五号 ）第 六十 八条 の二 第一 項に 規定 する社 会福 祉住 居施 設（ 同

四

三

二

生労 働省 令で 定め る要 件は 、次 の各 号の いずれ にも 該当 する もの とす る。

第 一条

２

二頁

以 下この 項及 び第 二条 第四 項に おい て「 指定 都市」 とい う。 ）及 び同 法第 二百 五十 二条の 二十 二第 一項 の

中 核市（ 以下 この 項及 び第 二条 第四 項に おいて 「中 核市 」と いう 。） にお いて は、 当該指 定都 市又 は中 核

市の 長を いう 。以 下同 じ。 ）は 、法 第三 十条第 一項 ただ し書 の規 定に よる 認定 を受 けよう とす る施 設が 主

とし て利 用さ れる 地域 にお いて 、日 常生 活上の 支援 が必 要な 要保 護者 の分 布状 況その 他の 状況 から みて 認
定の 必要 がな いと 認め ると きは 、当 該施設 の認 定を しな いこ とが でき る。

法第 三十 条第 一項 ただ し書の 規定 によ る認 定を 受け よう とす る者 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載

（認 定の 申請 等）
第二 条

した 申請 書又 は書 類を 都道 府県 知事に 提出 しな けれ ばな らな い。 ただ し、第 四号 に掲 げる 事項 を記 載し た

申請 書又 は書 類に つい ては 、都道 府県 知事 が、 イン ター ネッ トを 利用 して当 該事 項を 閲覧 する こと がで き

二

一

当該 申請 に係 る事 業の開 始予 定年 月日

申請 者の 名称 及び 主たる 事務 所の 所在 地並 びに その 代表 者の 氏名、 生年 月日 、住 所及 び職 名

施設 の名 称及 び所 在地

る場 合は 、こ の限 りで ない 。

三

三頁

２

３

八

七

六

五

四

施設 の管 理者 （第 十一 条第 一項 に規定 する 管理 者を いう 。） 及び 生活 支援 提供責 任者 （第 十条 第三 項

日常 生活 及び 社会 生活 上の 支援 を必 要とす る者 に対 する 処遇 の方 法

当該 申請 に係 る事 業の 入所 定員 数

建物 その 他の 設備 の規 模及 び構 造

申請 者の 登記 事項 証明 書又 は条 例等

九

その 他認 定に 関し 都道 府県 知事が 必要 と認 める 事項

当該 申請 に係 る事 業の 従業 者の勤 務体 制及 び勤 務形 態

に規 定す る生 活支 援提 供責 任者 をい う。） の氏 名及 び経 歴

十

前項 の規 定に かか わら ず、都 道府 県知 事は 、当 該認 定を 受け よう とする 者が 社会 福祉 法第 六十 八条 の二

の規 定に 基づ き、 同条 に規 定する 社会 福祉 住居 施設 の届 出を 行っ てい る場合 にお いて 、前 項第 四号 及び 第

五号 に掲 げる 事項 に変 更が ないと きは 、こ れら の事 項に 係る 申請 書の記 載又 は書 類の 提出 を省 略さ せる こ
とが でき る。

日常 生活 支援 住居 施設の 認定 を受 けた 施設 を経 営す る者 は、第 一項 の規 定に より 届け 出た 事項 に変 更が

四頁

４

あ ったと きは 、十 日以 内に 、そ の旨 を都 道府 県知事 に届 け出 なけ れば なら ない 。

都道 府県 （指 定都 市及 び中 核市 にあ っては 、指 定都 市又 は中 核市 。第 三条 第二 項及び 第四 条に おい て同
じ。 ）の 設置 する 施設 につ いて は、 本条 の規定 は適 用し ない 。
（市 町村 の長 の意 見の 聴取 ）

都道 府県 知事 は、 前条 第一 項の規 定に よる 申請 書の 提出 があ った とき は、第 一条 第二 項の 規定 によ

都道 府県 の設 置す る施 設に係 る前 項の 適用 につ いて は、 同項 中「 前条第 一項 の規 定に よる 申請 書の 提出

）の 長の 意見 を聴 くこ とが できる 。

四条 第三 項に 規定 する 福祉 事務 所を設 置し てい ない 町村 にあ って は、 当該町 村を 管轄 する 都道 府県 を含 む。

置か れた 状況 から みて 、当 該施 設へ被 保護 者の 入所 を委 託す るこ とが 想定 される 市町 村（ 社会 福祉 法第 十

る認 定の 必要 性に つい て、 当該 申請 のあっ た施 設の 所在 する 市町 村の 長そ の他要 保護 者数 及び 要保 護者 の

第三 条

２

があ った 」と ある のは 、「 次条の 規定 によ り公 示す る」 とす る。

都道 府県 知事 は、当 該都 道府 県が 設置 する 施設 のう ち、第 一条 第一 項各 号に 掲げ る要 件に 適し てい

（都 道府 県の 設置 する 施設の 取扱 ）
第四 条

五頁

る と認め るも のに つい ては 、こ れを 公示 する ものと する 。
（ 認定の 辞退 ）

日常 生活 支援 住居 施設 の法 第三 十条第 一項 ただ し書 の規 定に よる 認定 を受 けた施 設は 、三 月以 上の

都道 府県 知事 は、 前項 の規 定に よる認 定の 辞退 の申 出が あっ たと きは 、遅 滞なく 、当 該申 出の あっ た施

予告 期間 を設 けて 、当 該認 定を 辞退 する ことが でき る。

第五 条

２

設に 法第 三十 条第 一項 ただ し書 の規 定によ り被 保護 者を 入所 させ 、又 は当 該施設 に入 所を 委託 して いる 保

護の 実施 機関 （法 第十 九条 第四 項に規 定す る保 護の 実施 機関 をい う。 以下 同じ。 ）に 対し 、そ の旨 を通 知
しな けれ ばな らな い。
（認 定の 取消 し等 ）

都道 府県 知事 は、 日常生 活支 援住 居施 設の 認定 を受 けた 施設 が第一 条第 一項 各号 に掲 げる 要件 のい

都道 府県 知事 は、 第四条 の規 定に よる 公示 がさ れた 施設 が第一 条第 一項 各号 に掲 げる 要件 のい ずれ かに

くは 一部 の効 力を 停止 するこ とが でき る。

ずれ かに 該当 しな くな った と認め ると きは 、そ の認 定を 取り 消し 、又は 期間 を定 めて その 認定 の全 部若 し

第六 条

２

六頁

３

該 当しな くな った と認 める とき は、 第四 条の 規定に より され た公 示を 取り 消し 、そ の旨を 公示 しな けれ ば
な らない 。

都道 府県 知事 は、 第一 項の 規定 によ り認定 を取 り消 し、 又は 認定 の全 部若 しく は一部 の効 力を 停止 した

とき は、 遅滞 なく 、当 該施 設に 法第 三十 条第一 項た だし 書の 規定 によ り被 保護 者を入 所さ せ、 又は 入所 を
委託 して いる 保護 の実 施機 関に 対し 、その 旨を 通知 しな けれ ばな らな い。

法第 三十 条第 一項 ただ し書の 規定 に基 づき 、日 常生 活支 援住 居施 設に入 所さ せ、 又は 入所 を委 託す

（対 象者 ）
第七 条

る被 保護 者は 、保 護の 実施 機関 が、そ の者 の心 身の 状況 及び 生活 歴、 その者 が自 立し た日 常生 活及 び社 会

生活 を営 むた めに 解決 すべ き課題 、活 用可 能な 他の 社会 資源 、そ の者 とその 家族 との 関係 等を 踏ま え、 日

常生 活支 援住 居施 設に おい て支援 を行 うこ とが 必要 と総 合的 に判 断す る者で あっ て、 入所 を希 望し てい る
もの とす る。

日常 生活 支援 住居施 設は 、そ の入 所者 に対 し、 生活 課題に 関す る相 談に 応じ 、必 要に 応じ て食 事の

（支 援の 内容 ）
第八 条

七頁

提 供等の 日常 生活 を営 むた めに 必要 な便 宜を 供与す ると とも に、 入所 者が その 能力 に応じ て自 立し た日 常

生 活及び 社会 生活 を営 むこ とが でき るよ う、第 十五 条第 一項 に規 定す る個 別支 援計 画に基 づき 、家 事等 に

関す る支 援、 服薬 管理 等の 健康 管理 の支 援、日 常生 活に 係る 金銭 の管 理の 支援 、社 会との 交流 の促 進そ の

基本 方針

他の 支援 及び 関係 機関 との 連絡 調整 を行 うもの とす る。
第二 章

日常 生活 支援 住居 施設 にお ける支 援は 、第 十五 条第 一項 に規 定す る個別 支援 計画 に基 づき 、可 能な

日常 生活 支援 住居 施設 におけ る支 援は 、入 所者 の心 身の 状況 、その 置か れて いる 環境 等に 応じ て、 入所

て行 われ るも ので なけ れば ならな い。

日常 生活 支援 住居 施設 におけ る支 援は 、入 所者 の意 思及 び人 格を 尊重し 、常 に当 該入 所者 の立 場に 立っ

活を 営む こと がで きる よう にす ること を目 指す もの でな けれ ばな らな い。

限り 、居 宅に おけ る生 活へ の復 帰を念 頭に 置い て、 入所 者が その 能力 に応 じ自立 した 日常 生活 及び 社会 生

第九 条

２

３

者の 選択 に基 づき 、適 切な保 健、 医療 、福 祉、 就労 支援 等の サー ビスが 、総 合的 かつ 効率 的に 提供 され る
よう 配慮 して 行わ れる もので なけ れば なら ない 。

八頁

４

５

日常 生活 支援 住居 施設 にお ける 支援 は、 入所者 に提 供さ れる 福祉 サー ビス 等が 特定の 種類 又は 特定 の福

祉 サービ スを 行う 者に よる サー ビス に不 当に偏 るこ との ない よう 、公 正中 立に 行わ れるも ので なけ れば な
らな い。

人員 に関 する 基準

日常 生活 支援 住居 施設 は、 自ら その 提供す る支 援の 評価 を行 い、 常に その 改善を 図ら なけ れば なら ない 。
第三 章
（従 業者 の員 数）

日常 生活 支援 住居 施設 には、 入所 者に 対す る日 常生 活上 の支 援を 行う生 活支 援員 を置 く。

生活 支援 提供 責任 者は、 次の 各号 に掲 げる 入所 定員 の区 分に応 じ、 それ ぞれ 各号 に掲 げる 員数 を配 置す

なら ない 。

日常 生活 支援 住居 施設 は、生 活支 援員 のう ち次 項に 掲げ る員 数の者 を生 活支 援提 供責 任者 とし なけ れば

勤の 従業 者の 員数 に換 算す る方法 をい う。 ）で 、入 所定 員を 十五 で除 して得 た数 以上 とす る。

を当 該施 設に おい て常 勤の 従業者 が勤 務す べき 時間 数で 除す るこ とに より、 当該 施設 の従 業者 の員 数を 常

日常 生活 支援 住居 施設 に置 くべき 生活 支援 員の 員数 は、 常勤 換算 方法（ 施設 の従 業者 の勤 務延 べ時 間数

第十 条
２

３

４

九頁

５

一
入所 定員 が三 十一 以上

入所 定員 が三 十以 下

る ものと する 。

二
た数 以上

一以 上

一 に、 入所 定員が 三十 を超 えて 三十 又は その 端数 を増 すごと に一 を加 えて 得

生活 支援 提供 責任 者は 、常 勤職 員であ って 専ら 日常 生活 支援 住居 施設 の業 務に従 事す る者 でな けれ ばな
らな い。
（管 理者 ）

日 常生 活支 援住 居施 設には 、そ の施 設ご とに 専任 の管 理者 を置か なけ れば なら ない 。

日常 生活 支援 住居 施設 の管理 者は 、当 該日 常生 活支 援住 居施 設の生 活支 援員 及び 生活 支援 提供 責任 者を

令第 三十 四号 ）第 六条 第一 項に規 定す る施 設長 を兼 ねる もの とす る。

日常 生活 支援 住居 施設 の管理 者は 、無 料低 額宿 泊所 の設 備及 び運 営に関 する 基準 （令 和元 年厚 生労 働省

第十 一条
２

３

兼ね るこ とが でき る。
（管 理者 及び 従業 者の 資格要 件）

一〇頁

日 常生 活支 援住 居施 設の 管理 者は 、社会 福祉 法第 十九 条第 一項 各号 のい ずれか に該 当す る者 若し

日常 生活 支援 住居 施設 は、 当該 日常生 活支 援住 居施 設の 生活 支援 員（ 日常生 活支 援住 居施 設の 管理 者及

の能 力を 有す ると 認め られ るも ので なけれ ばな らな い。

生活 支援 提供 責任 者は 、社 会福 祉法 第十九 条第 一項 各号 のい ずれ かに 該当 する者 又は これ らと 同等 以上

ばな らな い。

く は社会 福祉 事業 等に 二年 以上 従事 した 者又は これ らと 同等 以上 の能 力を 有す ると 認めら れる 者で なけ れ

第 十二条

２

３

び生 活支 援提 供責 任者 を除 く。 ）が、 でき る限 り社 会福 祉法 第十 九条 第一 項各号 のい ずれ かに 該当 する 者

設備 及び 運営 に関 する基 準

とす るよ う努 める もの とす る。
第四 章

日 常生 活支 援住 居施設 は、 保護 の実 施機 関か ら法 第三 十条第 一項 ただ し書 の規 定に よる 入所 の委

（提 供拒 否の 禁止 ）
第十 三条

託の 依頼 を受 けた とき は、正 当な 理由 がな く、 これ を拒 んで はな らない 。
（日 常生 活上 の支 援の 提供方 針）

一一頁

日 常生 活支 援住 居施 設は 、次 条第 一項に 規定 する 個別 支援 計画 に基 づき 、入所 者の 心身 の状 況等

日常 生活 支援 住居 施設 は、入 所者 の心 身の 状況 等に より 、自 ら適 切な日 常生 活及 び社 会生 活上 の支 援を

は福 祉サ ービ スを 提供 する 者等と の密 接な 連携 に努 めな けれ ばな らな い。

ては 、保 護の 実施 機関 その 他の 都道府 県又 は市 町村 の関 係機 関、 相談 等の支 援を 行う 保健 医療 サー ビス 又

日常 生活 支援 住居 施設 は、 日常生 活支 援住 居施 設に おけ る日 常生 活及 び社会 生活 上の 支援 の提 供に 際し

い。

とを 旨と し、 入所 者に 対し 、支 援上 必要な 事項 につ いて 、理 解し やす いよ うに 説明を 行わ なけ れば なら な

日常 生活 支援 住居 施設 にお ける 日常 生活及 び社 会生 活上 の支 援の 提供 に当 たって は、 懇切 丁寧 に行 うこ

なも のと なら ず、 継続 的か つ計 画的 に適 切な支 援が 行わ れる よう 配慮 しな けれ ばな らない 。

に 応じて 、そ の者 の支 援を 適切 に行 うと ともに 、日 常生 活及 び社 会生 活上 の支 援の 提供が 漫然 かつ 画一 的

第 十四条

２

３

４

提供 する こと が困 難で ある と認め た場 合又 は入 所者 が他 の社 会福 祉施設 への 入所 を希 望す る場 合に は、 当

該入 所者 の保 護の 実施 機関と 協議 した 上で 、当 該入 所を 希望 する 施設へ の紹 介そ の他 の便 宜の 供与 を行 う
もの とす る。

一二頁

（ 個別支 援計 画の 作成 等）

日 常生 活支 援住 居施 設を 経営 する者 は、 生活 支援 提供 責任 者に 日常 生活 支援に 係る 個別 支援 計画

生活 支援 提供 責任 者は 、アセ スメ ント 及び 支援 内容 の検 討結 果に 基づき 、入 所者 の生 活に 対す る意 向、

生活 支援 提供 責任 者は 、面 接の趣 旨を 入所 者に 対し て十 分に 説明 し、 理解を 得な けれ ばな らな い。

生活 支援 提供 責任 者は 、入 所者に 面接 して アセ スメ ント を行 わな ければ なら ない 。こ の場 合に おい て、

生活 を営 むこ とが でき るよ うに 支援す る上 での 適切 な支 援内 容の 検討 をし なけれ ばな らな い。

等の 把握 （以 下こ の条 にお いて 「ア セスメ ント 」と いう 。） を行 い、 入所 者が自 立し た日 常生 活及 び社 会

心身 の状 況、 その 置か れて いる 環境 、日常 生活 全般 の状 況等 の評 価を 通じ て入 所者の 希望 する 生活 や課 題

生活 支援 提供 責任 者は 、個 別支 援計 画の作 成に 当た って は、 適切 な方 法に より、 入所 者に つい て、 その

（以 下「 個別 支援 計画 」と いう 。） を作 成させ なけ れば なら ない 。

第 十五条

２

３

４

総合 的な 支援 の方 針、 生活 全般の 質を 向上 させ るた めの 課題 、日 常生活 及び 社会 生活 上の 支援 の目 標並 び

にそ の達 成時 期並 びに 日常生 活及 び社 会生 活上 の支 援を 提供 する 上での 留意 事項 等を 記載 した 個別 支援 計

画の 原案 を作 成し なけ ればな らな い。 この 場合 にお いて 、当 該日常 生活 支援 住居 施設 が提 供す る日 常生 活

一三頁

５

６

７

８

９

及 び社会 生活 上の 支援 以外 の保 健医 療サ ービ ス又は その 他の 福祉 サー ビス 等と の連 携も含 めて 個別 支援 計
画 の原案 に位 置付 ける よう 努め なけ れば ならな い。

生活 支援 提供 責任 者は 、必 要に 応じ て、担 当者 会議 （生 活支 援提 供責 任者 が個 別支援 計画 の作 成の ため

に当 該個 別支 援計 画の 原案 に位 置付 けた 福祉サ ービ ス等 の担 当者 を招 集し て行 う会議 をい う。 第十 八条 に

おい て同 じ。 ）の 開催 等に より 、当 該個別 支援 計画 の原 案の 内容 につ いて 説明 を行う とと もに 、当 該担 当
者か ら、 専門 的な 見地 から の意 見を 求める こと がで きる 。

生活 支援 提供 責任 者は 、個 別支援 計画 の作 成に 当た り、 その 内容 につ いて、 あら かじ め、 当該 個別 支援
計画 に係 る被 保護 者の 保護 の実 施機関 に協 議し 、同 意を 得な けれ ばな らない 。

生活 支援 提供 責任 者は 、個別 支援 計画 の作 成に 当た り、 その 内容 につい て入 所者 に対 して 説明 し、 文書
によ り入 所者 の同 意を 得な ければ なら ない 。

生活 支援 提供 責任 者は 、個別 支援 計画 を作 成し た際 には 、当 該個別 支援 計画 を入 所者 に交 付し なけ れば
なら ない 。

生活 支援 提供 責任 者は、 個別 支援 計画 を作 成し た際 には 、その 写し を当 該個 別支 援計 画に 係る 被保 護者

一四頁

の 保護の 実施 機関 に対 し遅 滞な く提 出し なけ ればな らな い。

生 活支援 提供 責任 者は 、個 別支 援計 画の 作成後 、個 別支 援計 画の 実施 状況 の把 握（ 入所者 につ いて の継

生活 支援 提供 責任 者は 、モ ニタ リン グに当 たっ ては 、定 期的 に入 所者 に面 接す るとと もに 、モ ニタ リン

に一 回以 上、 個別 支援 計画 の見 直し を行 い、必 要に 応じ て個 別支 援計 画の 変更 を行う もの とす る。

続的 なア セス メン トを 含む 。次 項に おい て「モ ニタ リン グ」 とい う。 ）を 行う とと もに、 少な くと も六 月

10

第二 項か ら第 九項 まで の規 定は 、第十 項に 規定 する 個別 支援 計画 の変 更に ついて 準用 する 。

グの 結果 を記 録し なけ れば なら ない 。

11
二

一

生 活支 援提 供責 任者は 、前 条に 規定 する 業務 のほ か、 次の 各号に 掲げ る業 務を 行う もの とす る。

一五頁

入所 者の 心身 の状 況、そ の置 かれ てい る環 境等 に照 らし 、入所 者が 自立 した 日常 生活 及び 社会 生活 を

握す るこ と。

より 、そ の者 の心 身の 状況 、当該 日常 生活 支援 住居 施設 以外 にお ける福 祉サ ービ ス等 の利 用状 況等 を把

入所 申込 者の 入所 に際 し、そ の者 が現 に利 用し てい る福 祉サ ービ ス事業 を行 う者 等に 対す る照 会等 に

第十 六条

（生 活支 援提 供責 任者 の責 務）

12

三

営 むこと がで きる よう 定期 的に 検討 する とと もに、 自立 した 日常 生活 及び 社会 生活 を営む こと がで きる
と 認めら れる 入所 者に 対し 、必 要な 援助 を行う こと 。
他の 従業 者に 対す る技 術指 導及 び助 言を行 うこ と。

生 活支 援提 供責 任者 は、 日常生 活支 援住 居施 設に 入所 する 被保 護者 につい て、 法に 基づ く保 護の

（保 護の 変更 等の 届出 ）
第十 七条

変更 、停 止又 は廃 止を 必要 とす る事 由が生 じた と認 める とき は、 速や かに 、当該 日常 生活 支援 住居 施設 に

法第 三十 条第 一項 ただ し書 の規 定によ り当 該被 保護 者を 入所 させ 、又 は入 所を委 託し てい る保 護の 実施 機
関に 、こ れを 届け 出な けれ ばな らない 。

生 活支 援提 供責 任者は 、担 当者 会議 等に おい て入 所者 の個 人情報 を用 いる 場合 又は 第十 六条 第一

（秘 密保 持）
第十 八条

号の 規定 によ り入 所申 込者 の個人 情報 を取 得す る場 合は 、あ らか じめ、 文書 によ り当 該入 所者 又は 入所 申
込者 の同 意を 得な けれ ばなら ない 。
（相 談等 ）

一六頁

第 十九条

生 活支 援員 は、 常に 入所 者の 心身 の状況 、そ の置 かれ てい る環 境等 の的 確な把 握に 努め 、入 所者

に 対し、 その 相談 に適 切に 応じ ると とも に、必 要な 助言 その 他の 援助 を行 わな けれ ばなら ない 。

日 常生 活支 援住 居施 設は 、個 別支援 計画 に基 づき 、入 所者 の状 況に 応じて 、家 事等 、服 薬管 理等

（日 常生 活及 び社 会生 活上 の支 援）
第二 十条

の健 康管 理、 日常 生活 に係 る金 銭管 理、社 会と の交 流の 促進 その 他に 係る 日常 生活及 び社 会生 活上 の支 援
を行 うも のと する 。
（社 会生 活上 の便 宜の 供与 等）

日常 生活 支援 住居 施設の 従業 者は 、入 所者 本人 が日 常生 活及び 社会 生活 を営 む上 で必 要な 行政

日常 生活 支援 住居 施設 は、前 項の 手続 等を 行う に当 たっ ては 、当該 入所 者に 係る 保護 の実 施機 関と 連携

ない 。

機関 に対 する 手続 等を 行う ことが 困難 であ る場 合は 、当 該入 所者 の同 意を得 て代 わっ て行 わな けれ ばな ら

第二 十一 条

２

しな けれ ばな らな い。
（地 域と の連 携）

一七頁

第 二十二 条

日常 生活 支援 住居 施設 は、 その 運営に 当た って は、 地域 住民 又は その 自発的 な活 動等 との 連携

及 び協力 を行 う等 の地 域と の交 流に 努め なけれ ばな らな い。
（事 業者 等か らの 利益 収受 等の 禁止 ）

日常 生活 支援 住居 施設 を経 営する 者及 びそ の管 理者 は、 個別 支援 計画の 作成 又は 変更 に関 し、

日常 生活 支援 住居 施設 を経営 する 者及 びそ の従 業者 は、 個別 支援 計画の 作成 若し くは 変更 又は 支援 の提

を行 って はな らな い。

し、 入所 者等 に対 して 、特 定の 福祉サ ービ ス等 の事 業を 行う 者等 によ るサー ビス を利 用す べき 旨の 指示 等

日常 生活 支援 住居 施設 の生 活支援 提供 責任 者は 、個 別支 援計 画の 作成 若しく は変 更又 は支 援の 提供 に関

るサ ービ スを 当該 計画 に位 置付 ける べき旨 の指 示等 を行 って はな らな い。

当該 日常 生活 支援 住居 施設 の生 活支 援提供 責任 者に 対し て、 特定 の福 祉サ ービ ス等の 事業 を行 う者 等に よ

第二 十三 条

２

３

供に 関し 、入 所者 に対 して 特定の 福祉 サー ビス 等の 事業 を行 う者 等によ るサ ービ スを 利用 させ るこ との 対

償と して 、当 該福 祉サ ービス 等の 事業 を行 う者 等か ら金 品そ の他 の財産 上の 利益 を収 受し ては なら ない 。
（調 査へ の協 力等 ）

一八頁

日常 生活 支援 住居 施設 は、 その 提供し た支 援に 関し 、都 道府 県知 事若 しくは 保護 の実 施機 関か

日常 生活 支援 住居 施設 は、 社会福 祉法 第八 十三 条に 規定 する 運営 適正化 委員 会が 同法 第八 十五 条の 規定

内容 を当 該都 道府 県知 事又 は保 護の実 施機 関に 報告 しな けれ ばな らな い。

日常 生活 支援 住居 施設 は、 都道 府県知 事又 は保 護の 実施 機関 から 求め があっ た場 合に は、 前項 の改 善の

けた 場合 は、 当該 指導 又は 助言 に従 って必 要な 改善 を行 わな けれ ばな らな い。

保護 の実 施機 関が 行う 調査 に協 力す ると ともに 、都 道府 県知 事又 は保 護の 実施 機関か ら指 導又 は助 言を 受

活支 援住 居施 設の 帳簿 書類 その 他の 物件 の検査 に応 じ、 及び 入所 者か らの 苦情 に関 して都 道府 県知 事又 は

ら の報告 若し くは 文書 その 他の 物件 の提 出若し くは 提示 の求 め又 は当 該従 業者 から の質問 若し くは 日常 生

第 二十四 条

２

３

によ り行 う調 査又 はあ っせ んにで きる 限り 協力 しな けれ ばな らな い。

日常 生活 支援 住居施 設を 経営 する 者は 、日 常生 活支 援住居 施設 ごと に経 理を 区分 する とと もに

（会 計の 区分 ）
第二 十五 条

、日 常生 活支 援住 居施 設にお ける 支援 に係 る会 計を その 他の 事業 の会計 と区 分し なけ れば なら ない 。
（準 用規 定）

一九頁

第 二十六 条

則

日常 生活 支援 住居 施設 の設 備及 び運営 に関 する 基準 につ いて は、 この 章に規 定す るも のの ほか

、 無料低 額宿 泊所 の設 備及 び運 営に 関す る基準 の例 によ るも のと する 。
附
この 省令 は、 令和 二年 四月 一日 から 施行 する。

二〇頁

