
福祉人材情報システム　実施事業　変更一覧（10月30日時点）
分野名 事業所情報検索項目 事業所・求人票情報掲載項目（略称） 変更内容

高齢（介
護保険施
設以外）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応サービス 追加

肢体不自由者更生施設 肢体不自由者更生施設 廃止
視覚障害者更生施設 視覚障害者更生施設 廃止
聴覚・言語障害者更生施設 聴覚・言語障害者更生施設 廃止
内部障害者更生施設 内部障害者更生施設 廃止
身体障害者療護施設 身体障害者療護施設 廃止
身体障害者授産施設 身体障害者授産施設 廃止
身体障害者通所授産施設 身体障害者通所授産施設 廃止
身体障害者福祉工場 身体障害者福祉工場 廃止
その他の身体障害者福祉 その他の身体障害者福祉 廃止
身障者関係総合施設 身障者関係総合施設 廃止
(障）居宅介護（主に身体） 障）居宅介護（主に身体） 追加
(障）重度訪問介護（主に身体） 障）重度訪問介護（主に身体） 追加
(障）行動援護（主に身体） 障）行動援護（主に身体） 追加
(障）短期入所（主に身体） 障）短期入所（主に身体） 追加
(障)重度障害者等包括支援（主に身体） 障)重度障害者等包括支援（主に身体） 追加
(障）生活介護（主に身体） 障）生活介護（主に身体） 追加
(障）療養介護（主に身体） 障）療養介護（主に身体） 追加
(障）自立訓練（機能訓練）（主に身体） 障）自立訓練（機能訓練）（主に身体） 追加
(障）自立訓練（生活訓練）（主に身体） 障）自立訓練（生活訓練）（主に身体） 追加
(障）就労移行支援（主に身体） 障）就労移行支援（主に身体） 追加
(障）就労継続支援(A型)（主に身体） 障）就労継続支援(A型)（主に身体） 追加
(障）就労継続支援(B型)（主に身体 ） (障）就労継続支援(B型)（主に身体） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労移行支援）（主に身体） 障害者支援施設：入所＋就労移行（主に身体） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に身体） 障害者支援施設：入所＋生活介護（主に身体） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に身体） 障害者支援施設：入所＋自立機能（主に身体） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（生活））（主に身体） 障害者支援施設：入所＋自立生活（主に身体） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援A型）（主に身体） 障害者支援施設：入所＋就労継続A（主に身体） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援B型）（主に身体） 障害者支援施設：入所＋就労継続B（主に身体） 追加
(障）共同生活援助（主に身体） 障）共同生活援助（主に身体） 追加
(障）共同生活介護（主に身体） 障）共同生活介護（主に身体） 追加
(障）相談支援（主に身体） 障）相談支援（主に身体） 追加
(障）コミュニケーション支援（主に身体） 障）コミュニケーション支援（主に身体） 追加
(障）日常生活用具給付（貸与）（主に身体） 障）日常生活用具給付（貸与）（主に身体） 追加
(障）移動支援（主に身体） 障）移動支援（主に身体） 追加
(障）同行援護（主に身体） 障）同行援護（主に身体） 追加
(障）地域活動支援センター（主に身体） 障）地域活動支援センター（主に身体） 追加
(障）福祉ホーム（主に身体） 障）福祉ホーム（主に身体） 追加
作業所（主に身体） 作業所（主に身体） 追加
その他の障害者福祉共通（主に身体） その他の障害者福祉共通（主に身体） 追加
障害者関係総合施設（主に身体） 障害者関係総合施設（主に身体） 追加
知的障害者更生施設（入所） 知的障害者更生施設（入所） 廃止
知的障害者更生施設（通所） 知的障害者更生施設（通所） 廃止
知的障害者授産施設（入所） 知的障害者授産施設（入所） 廃止
知的障害者授産施設（通所） 知的障害者授産施設（通所） 廃止
知的障害者福祉工場 知的障害者福祉工場 廃止
知的障害者通勤寮 知的障害者通勤寮 廃止
その他の知的障害者福祉 その他の知的障害者福祉 廃止
知的障害者関係総合施設 知的障害者関係総合施設 廃止
(障）居宅介護（主に知的） 障）居宅介護（主に知的） 追加
(障）重度訪問介護（主に知的） 障）重度訪問介護（主に知的） 追加
(障）行動援護（主に知的） 障）行動援護（主に知的） 追加
(障）短期入所（主に知的） 障）短期入所（主に知的） 追加
(障)重度障害者等包括支援（主に知的） 障)重度障害者等包括支援（主に知的） 追加
(障）生活介護（主に知的） 障）生活介護（主に知的） 追加
(障）療養介護（主に知的） 障）療養介護（主に知的） 追加
(障）自立訓練（機能訓練）（主に知的） 障）自立訓練（機能訓練）（主に知的） 追加
(障）自立訓練（生活訓練）（主に知的） 障）自立訓練（生活訓練）（主に知的） 追加
(障）就労移行支援（主に知的） 障）就労移行支援（主に知的） 追加
(障）就労継続支援(A型)（主に知的） 障）就労継続支援(A型)（主に知的） 追加
(障）就労継続支援(B型)（主に知的） 障）就労継続支援(B型)（主に知的） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労移行支援）（主に知的） 障害者支援施設：入所＋就労移行（主に知的） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に知的） 障害者支援施設：入所＋生活介護（主に知的） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に知的） 障害者支援施設：入所＋自立機能（主に知的） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（生活））（主に知的） 障害者支援施設：入所＋自立生活（主に知的） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援A型）（主に知的） 障害者支援施設：入所＋就労継続A（主に知的） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援B型）（主に知的） 障害者支援施設：入所＋就労継続B（主に知的） 追加
(障）共同生活援助（主に知的） 障）共同生活援助（主に知的） 追加
(障）共同生活介護（主に知的） 障）共同生活介護（主に知的） 追加
(障）相談支援（主に知的） 障）相談支援（主に知的） 追加
(障）コミュニケーション支援（主に知的） 障）コミュニケーション支援（主に知的） 追加
(障）日常生活用具給付（貸与）（主に知的） 障）日常生活用具給付（貸与）（主に知的） 追加
(障）移動支援（主に知的） 障）移動支援（主に知的） 追加
(障）同行援護（主に知的） 障）同行援護（主に知的） 追加
(障）地域活動支援センター（主に知的） 障）地域活動支援センター（主に知的） 追加
(障）福祉ホーム（主に知的） 障）福祉ホーム（主に知的） 追加
作業所（主に知的） 作業所（主に知的） 追加
その他の障害者福祉共通（主に知的） その他の障害者福祉共通（主に知的） 追加
障害者関係総合施設（主に知的） 障害者関係総合施設（主に知的） 追加
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分野名 事業所情報検索項目 事業所・求人票情報掲載項目（略称） 変更内容
精神障害者生活訓練施設 精神障害者生活訓練施設 廃止
精神障害者授産施設 精神障害者授産施設 廃止
精神障害者福祉工場 精神障害者福祉工場 廃止
その他の精神障害者福祉 その他の精神障害者福祉 廃止
精神障害者関係総合施設 精神障害者関係総合施設 廃止
(障）居宅介護（主に精神） 障）居宅介護（主に精神） 追加
(障）重度訪問介護（主に精神） 障）重度訪問介護（主に精神） 追加
(障）行動援護（主に精神） 障）行動援護（主に精神） 追加
(障）短期入所（主に精神） 障）短期入所（主に精神） 追加
(障)重度障害者等包括支援（主に精神） 障)重度障害者等包括支援（主に精神） 追加
(障）生活介護（主に精神） 障）生活介護（主に精神） 追加
(障）療養介護（主に精神） 障）療養介護（主に精神） 追加
(障）自立訓練（機能訓練）（主に精神） 障）自立訓練（機能訓練）（主に精神） 追加
(障）自立訓練（生活訓練）（主に精神） 障）自立訓練（生活訓練）（主に精神） 追加
(障）就労移行支援（主に精神） 障）就労移行支援（主に精神） 追加
(障）就労継続支援(A型)（主に精神） 障）就労継続支援(A型)（主に精神） 追加
(障）就労継続支援(B型)（主に精神） 障）就労継続支援(B型)（主に精神） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労移行支援）（主に精神） 障害者支援施設：入所＋就労移行（主に精神） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋生活介護）（主に精神） 障害者支援施設：入所＋生活介護（主に精神） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（機能）（主に精神） 障害者支援施設：入所＋自立機能（主に精神） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋自立訓練（生活））（主に精神） 障害者支援施設：入所＋自立生活（主に精神） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援A型）（主に精神） 障害者支援施設：入所＋就労継続A（主に精神） 追加
（障）障害者支援施設（施設入所支援＋就労継続支援B型）（主に精神） 障害者支援施設：入所＋就労継続B（主に精神） 追加
(障）共同生活援助（主に精神） 障）共同生活援助（主に精神） 追加
(障）共同生活介護（主に精神） 障）共同生活介護（主に精神） 追加
(障）相談支援（主に精神） 障）相談支援（主に精神） 追加
(障）コミュニケーション支援（主に精神） 障）コミュニケーション支援（主に精神） 追加
(障）日常生活用具給付（貸与）（主に精神） 障）日常生活用具給付（貸与）（主に精神） 追加
(障）移動支援（主に精神） 障）移動支援（主に精神） 追加
(障）同行援護（主に精神） 障）同行援護（主に精神） 追加
(障）地域活動支援センター（主に精神） 障）地域活動支援センター（主に精神） 追加
(障）福祉ホーム（主に精神） 障）福祉ホーム（主に精神） 追加
作業所（主に精神） 作業所（主に精神） 追加
その他の障害者福祉共通（主に精神） その他の障害者福祉共通（主に精神） 追加
障害者関係総合施設（主に精神） 障害者関係総合施設（主に精神） 追加
(障）児童デイサービス 障）児童デイサービス 廃止
(障）同行援護 障）同行援護 追加
知的障害児施設 知的障害児施設 廃止
自閉症児施設 自閉症児施設 廃止
知的障害児通園施設 知的障害児通園施設 廃止
盲児施設 盲児施設 廃止
ろうあ児施設 ろうあ児施設 廃止
難聴幼児通園施設 難聴幼児通園施設 廃止
肢体不自由児施設 肢体不自由児施設 廃止
肢体不自由児通園施設 肢体不自由児通園施設 廃止
肢体不自由児療護施設 肢体不自由児療護施設 廃止
重症心身障害児施設 重症心身障害児施設 廃止
児童発達支援（センター） 児童発達支援（センター） 追加
医療型児童発達支援（センター） 医療型児童発達支援（センター） 追加
放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 追加
保育所等訪問支援 保育所等訪問支援 追加
福祉型障害児入所施設 福祉型障害児入所施設 追加
医療型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 追加
障害児相談支援 障害児相談支援 追加
父子家庭居宅介護事業 父子家庭居宅介護事業 廃止

母子家庭等日常生活支援事業 母子家庭等日常生活支援事業

名称変更
（旧：母子家
庭居宅介護
等事業）

寡婦日常生活支援事業 寡婦日常生活支援事業
名称変更
（旧：寡婦居
宅介護事業）

重度心身障害児通園事業 重度心身障害児通園事業 廃止
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