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１令和元年度における
実地指導

の結果について
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令和元年度実地指導の件数

実施事業所数 実施サービス事業数

居宅系
（移動支援含む）

２３ ５０

通所系
（短期入所・日中一時支援含む）

２３ ２８

障害者支援施設
（短期入所を含む）

６ １８

共同生活援助 １３ １３

相談支援 ９ １８

合計 ７４ １２７
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主な指導事例について
指導項目 指導件数 指導率

１ 個別支援計画の作成及び適正な運用 ７４件 ５８％

２ 勤務体制の確保 ５８件 ４５％

３ 暴力団の排除のための措置 ４７件 ３７％

４ 契約支給量の報告等 ４４件 ３４％

５ サービスの提供の記録 ３４件 ２６％

６ 秘密保持等 ３３件 ２５％

７ 各種加算・基本報酬について ２９件 ２２％

８ 利用者負担額等の受領 ２０件 １５％

９ 給付費等の額に係る通知等 １７件 １３％

１０ 従業者の員数 １６件 １２％
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２令和２年度
障害福祉サービス事業者等

指導実施方針
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令和２年度実地指導実施計画

令和２年度は、
新型コロナウイルス感染症の感染状況や

事業所の状況等を踏まえながら、
年間３０件程度の実地指導を行います。
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現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応を行い
つつ、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供される必
要があることから、人員基準等の臨時的取り扱いを当面の間継
続することとしています。
この新型コロナ禍における臨時的取り扱いについては、これ

まで送付したメールや市ホームページをご参照ください。
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重点指導項目

（１） 障害者虐待防止のための措置

（２） 管理者及びサービス管理責任者の責務

（３） 勤務体制の確保

（４） 適切なサービスの提供

（５） 介護給付費及び訓練等給付費の適正な算定
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（１）障害者虐待防止のための措置
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障害福祉サービス事業者の一般原則

【条例第３条】
３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の
ため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者
に対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めなければならない。

【不適切な事例】
・虐待防止マニュアルが整備されていない。
・虐待防止マニュアルは作成されているものの、研修を行っていない。
・利用者に対する虐待又は不適切な支援の疑いのあるものについて、施設内だけで事実
確認を進め、支給決定市町村及び久留米市に報告していない。
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身体拘束等の禁止

【条例第７６条】
１ 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他
利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

２ 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な
事項を記録しなければならない。

【不適切な事例】
・記録に、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況等について、具体的な記載がない。
・全ての利用者から身体拘束に関する同意書を徴収しており、個別の判断を行っていない。
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（２）管理者及びサービス管理責任者の責務
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管理者の責務

【条例第６９条】
１ 事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理
を一元的に行わなければならない。

２ 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させる
ため必要な指揮命令を行うものとする。

【不適切な事例】
・管理者が遵守すべき規則等を把握しておらず、従業者に指定基準を遵守させるための
必要な指揮命令が行われていない。
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サービス管理責任者の責務①

【条例第６０条】
１ 事業者は、個別支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、そ
の者の支援を適切に行うとともに、サービスの提供が漫然かつ画一的なも
のとならないよう配慮しなければならない。

【不適切な事例】
・区分が異なる利用者の個別支援計画において、支援方針、目標などが同一の内容になって
いる。
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個別支援計画作成の手順

①利用者への面接を通して、状況やニーズを把握し、アセスメントシートを
作成する。

↓
➁利用者及びその家族の意向やアセスメントシートの内容を勘案して、個別
支援計画の原案を作成する。

↓
③サービスの提供に当たる担当者等を含めた会議を開催し、当該原案につい
て意見を求める。

↓
④個別支援計画の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明、
文書により利用者の同意を得る。

↓
⑤６ヶ月に１度モニタリングを行う。
少なくとも６月に１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。その際は①～④の手順を踏むこと。 16



～アセスメント～

【条例第６１条】
２ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法
により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日
常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把
握（以下「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した日常生活
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。

３ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。
この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して
十分に説明し、理解を得なければならない。

【不適切な事例】
・アセスメントの記録が保管されていない。
・２回目以降の個別支援計画におけるアセスメントの記録が無い。
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～個別支援計画の原案作成～

【条例第６１条第４項】
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、

利用者及びその家族の生活に関する意向、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、サービスの目標及びその達成時期、サービスを
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、当該事業所が提供するサービス以外の保健医
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。

【不適切な事例】
・個別支援計画の原案が保管されていない。
・利用予定時間について、相談支援事業所が作成したサービス等利用計画と個別支援計画の
記載内容に相違がある。

・サービスの目標について、記載がない。
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～担当者会議～

【条例第６１条】
５ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議（利用者に対す
るサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催
し、個別支援計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

【不適切な事例】
・担当者会議を行っていない。
・担当者会議の議事録が保管されていない。
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～説明及び同意～

【条例第６１条】
６ サービス管理責任者は、個別支援計画の原案の内容について利用者又は
その家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
７ サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援
計画を利用者に交付しなければならない。

【不適切な事例】
・個別支援計画の説明がサービス管理責任者以外の従業者によってなされている。
・個別支援計画について、利用者及びその家族に対して説明及び同意を得た旨の署名が
無いものがある。

・当該個別支援計画に基づき、サービスの説明を行い利用者の同意を得た旨を、相談支援
専門員及び計画相談支援事業所に対して報告（送付）していない。
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～モニタリング～

【条例第６１条】
８ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、サービスの実施状況の
把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリン
グ」という。）を行うとともに、少なくとも６月に１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。

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家
族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情の無い限り、次に定め
るところにより行わなければならない。
⑴ 定期的に利用者に面接すること。
⑵ 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

【不適切な事例】
・モニタリングが次期計画に反映されておらず、個別支援計画に変化が見られない。
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～Ａ型の取扱いについて～
【解釈通知第十一の３（３）】
就労継続支援Ａ型が、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

利用者に対し就労の機会を提供するとともに、就労の知識及び能力の向上のために必要な訓
練や支援を適切かつ効率的に行うものである。よって、利用者の希望や能力を踏まえずに、
利用者全員の労働条件を一律に設定するのは、事業趣旨に反するものである。
このため、事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の適性、障害特性等を踏ま

え、利用者の希望に応じた労働時間や労働日数等での就労が可能となるよう、暫定支給決定
期間におけるアセスメントや、個別支援計画作成後の継続的なアセスメントやモニタリング
を通じて適切な支援方法を検討し、個別支援計画や変更を行った上で、就労の能力の向上を
図るための必要な訓練や支援を行わなければならない。
また、一般就労に必要な知識、能力を有するに至った利用者が一般就労を希望する場合に

は、継続的なアセスメントやモニタリングを通じた適切な支援方法を検討し、利用者の適性
や障害特性等を踏まえ、利用者が一般就労への移行ができるように個別支援計画の変更を行
い、一般就労に向けた訓練や支援を行わなければならない。

【不適切な事例】
・個別支援計画に、本人が希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望等の記載がない。
・体調不良による遅刻を認めない。
・本人が一般就労を希望しているにもかかわらず、一般就労に向けた支援を行っていない。 22



サービス管理責任者の責務②

【条例第６２条】
サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行

うものとする。
⑴ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者
等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外におけ
る指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自
立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自
立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な
支援を行うこと。

⑶ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
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（３）勤務体制の確保
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利用者数の算出方法①

【留意事項通知】
利用者数は、前年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の平均を用いる。

この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を、当該前年度の
開所日数で除して得た数とする。ただし、就労定着支援及び自立生活援助に
ついては、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で除して得た
数とする。この平均利用者数の算定については、少数点第２位以下を切り上
げるものとする。
また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活

援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等をした日を含み、退所
等をした日は含まないものとする。

【不適切な事例】
・利用者数を算出しておらず、基準上必要な人員が配置されているか確認できない。
・常勤換算における人数が不足しており、必要な人員配置を満たしていない。
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利用者数の算出方法②

【留意事項通知】
⑴新設又は定員増加から６ヶ月未満の間
定員の９０％

⑵新設又は定員増加から６月以上１年未満の間
直近の６月における全利用者の延べ数を６ヶ月の開所日数に除して得た数

⑶新設又は定員増加から１年以上経過している場合
直近の１年間における全利用者数の延べ数を１年間の開所日数で除して得た数

【不適切な事例】
・利用者数を算出しておらず、基準上必要な人員が配置されているか確認できない。
・常勤換算における人数が不足しており、必要な人員配置を満たしていない。

～新規・定員増加の場合～
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勤務状況の確認

【条例第７１条】
１ 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所
ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供
しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務
については、この限りでない。

【不適切な事例】
・管理者と生活支援員等、同一事業所内で兼務している従業員について、それぞれの勤務時間
が明確に区分されていない。

・他事業所と兼務している従業者について、それぞれの勤務時間が区分されていない。
・出勤簿等が整備されておらず、職員の勤務時間を確認することができない。
・利用者の活動終了時刻から開始時刻までの時間帯（夜間及び深夜の時間帯を除く）のうち、
世話人が配置されていない時間帯がある。【共同生活援助のみ】
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【条例第７１条】
３ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ
ればならない。

【解釈通知】
事業所の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該

事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものである
こと。

【不適切な事例】
・事業所内での職員研修が実施されておらず、外部研修にも参加していない。
・職員研修に関する記録が無い。外部研修へ参加した実績を確認できない。
・職員研修に関する計画が策定されていない。

研修の機会の確保

28



（４）適切なサービスの提供
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サービスの提供の記録

【条例第５６条】
１ 事業者は、サービスを提供した際は、サービスの提供日、内容その他
必要な事項を記録しなければならない。

２ 事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から
サービスを提供したことについて確認を受けなければならない。

【不適切な事例】
・支援記録の記載がない日がある。
・提供したサービスの具体的内容が記載されていない。
・支援記録を、直接支援をした職員でなくサービス管理責任者が記載している。
・利用者からサービスの提供について確認を得た事実が確認できない。
・利用者等から確認を受けているものの、都度ではなくまとめて確認を受けている。

【入所・入居系以外】
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介護給付費等の額に係る通知等

【条例第２４条第１項】
事業者は、法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費等の

支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係
る介護給付費等の額を通知しなければならない。

【不適切な事例】
・利用者に対して、介護給付費等の額の通知をしていない。
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（５）介護給付費及び訓練等給付費の

適正な算定について
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＜主な確認書類＞
・サービス提供の記録
・加算の算定拠点となる記録
・介護給付費等明細書
・サービス提供実績記録表

記録と請求内容の整合性

介護給付費等の請求は、サービス提供の記録等に基づいて行わ
れます。そのため、基本報酬や各種加算を算定するためには、そ
の根拠となる記録等があると思います。請求内容と、算定根拠と
なる記録等の整合性について確認します。
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＜主な確認書類＞
・シフト表、タイムカード等
・利用者数に関する書類
・個別支援計画

減算事由発生の有無

人員欠如や定員超過、個別支援計画未作成など、減算事由が発
生している場合、基本報酬を減算して算定しなければなりません。
これらの減算事由が発生している場合、介護給付費等を減算して
請求しているかについて確認します。
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サービス管理責任者欠如減算について

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消
されるに至った月までの間

・減算適用１月目から４月目 所定単位数の７０％を算定
・減算適用５月目以降 所定単位数の５０％を算定

（例）令和２年３月３１日にサービス管理責任者が退職し、令和２年４月１日から不在に、、、

①令和２年５月３１日までに新しいサービス管理責任者を配置した場合
→減算適用はありません。

②令和２年６月２８日に新しいサービス管理責任者を配置した場合
→令和２年６月１日～令和２年６月３０日まで減算適用（所定単位数の７０％を算定）

※所定単位数：各種加算がなされる前の単位数のこと。
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欠席時対応加算について
【報酬告示７】
事業所において、サービスを利用する利用者（障害者支援施設等に入所するものを除く。

）があらかじめサービスの利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合
において、従業者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、
当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度として、所
定単位数を算定する。

【留意事項通知】
・急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合に
ついて算定可能とする。

・「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行う」とは、電話等により利用
者の状況を確認し、引き続き当該サービスの利用を促すなどの相談援助を行うとともに、
当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。

【不適切な事例】
・利用者から急病等により利用中止の連絡を受けた旨の記録はあるものの、相談援助等の内容
が記録されていない。

・一回の連絡で、複数日請求を行っている。

【入所入居系以外】
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施設外就労加算について①

・１ユニット当たりの最低人員は１名以上とし、施設外就労の総数については、利用定員を
超えないこと。

・施設外就労により就労している利用者については、月の利用日数のうち最低２日は、施設外
就労先又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

・１ユニット当たりの利用者数に対して報酬算定上（常勤換算方法による。）必要とされる人
数の職員を配置する。

・施設外就労の提供が、当該事業所の運営規程に位置付けられていること。
・施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向上及び
一般就労への移行に資すると認められること。

・緊急時の対応ができること。

【不適切な事例】
・施設外就労について、個別支援計画に記載されていない。

37



施設外就労加算について②

・施設外就労先の企業とは、請負契約に関する契約を締結すること。
・請負契約の中で、作業の完成についての財務上及び法律上のすべての責任は事業所を運営
する法人が負うものであることが明確にされていること。

・施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に
応じて算定されるものであること。

・請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業ではなく、
事業所が行うこと。

・事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理して
いないこと。

・上記のほか、施設外就労先の企業から直接雇用されたほうが利用者の利益となるような就労
実態ではないこと。

【不適切な事例】
・施設外就労先の企業と委託契約を結んでいない。
・同一法人内の企業から請け負った作業について、施設外就労加算を算定している。
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夜間支援等体制加算（Ⅰ）について

・夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う
専従の夜間支援従事者が配置されていること。

・夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等の
ほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに
個別支援計画に位置付ける必要があること。

・夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を行っている
場合には、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制（非常通報
装置、携帯電話等）が確保される必要があり、また、一晩につき１回以上は共同生活住
居を巡回する必要があること。

【不適切な事例】
・夜間支援を行うに当たって、個別支援計画に位置付けられていない。
・個別支援計画に記載はあるものの、具体的な支援内容が記載されていない。

【ＧＨのみ】
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指定事業者としての留意事項

40



就労継続支援事業所の基本報酬の算定について

•就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）の基本報酬の算定
にあたっては、前年度の平均労働時間数又は平均工賃
月額（平均労働時間数等）に応じて算定することと
なっています。

•平均労働時間数等の算出については、留意事項通知及
びQ&Aに除外要件がありますが、それを利用して平均
労働時間数等を算定する場合は次の点に注意してくだ
さい。
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就労継続支援Ａ型の場合

• 平均労働時間の算出方法
利用契約を締結していた全ての利用者における

延べ労働時間数(※１)÷延べ利用者数

(※１)延べ労働時間数とは、前年度に実際に利用者が労働した時
間数の統計で、休憩時間、遅刻、面談等で賃金の支払いが
生じていない時間については含めません。
しかし、有給休暇や面談でも労働時間として賃金を支払って
いる場合は労働時間数とみなします。
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Ａ型における除外要件の注意事項

• 利用開始時には予見できない事由によって短時間労働（１日の
労働時間が４時間未満）となった利用者がいた場合、その利用
者については、９０日を限度として、延べ労働時間数及び延利
用者数から除外しても差し支えないこととなっています。

• この除外要件については、留意事項通知やＱ＆Ａで具体的な事
由についての記載があるため、確認をしたうえで届出を行って
ください。基本的に、記載してある事由以外では除外要件とし
ては認められません。また、単なる体調不良などの継続性の無
いものについては除外要件としては認められませんので留意し
てください。
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就労継続支援Ｂ型の場合

• 平均工賃月額の算出方法

前年度に支払った工賃総額
÷

前年度における各月の工賃支払対象者の総数
（※２ ）

(※２)月の途中で利用を開始又は終了した利用者等については当該

月の工賃支払対象者から除外するとともに、工賃総額から

除外(※３)してください。しかし、除外することにより平均

工賃月額が低くなる場合は、除外しないこともできます。
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(※３)工賃総額から除外する要件

・月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月に支払った

工賃

・月の途中において、入院又は退院した者の当該月に支払った工賃

・月の途中において、全治1ヶ月以上の怪我やインフルエンザ等の

流行性疾患により連続1週間以上の長期に渡って利用できなく

なった者に関しては、利用できなくなった月に支払った工賃と

利用可能となった月に支払った工賃

・複数の日中活動に係る障害福祉サービス(就労継続支援B型を除

く)を利用している者に支払った工賃

・人工透析など、通年かつ週1回以上引き続き通院する必要がある

者に支払った工賃
45



夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定について

• 共同生活援助事業所(以下「GH」と言う。)において、夜勤を行
う夜間支援従事者を配置(※４)し、利用者に対して夜間及び深
夜の時間帯(※５)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体
制を確保し届出を行った場合に算定できます。

(※４)夜間支援従事者の配置は、支援を行う利用者が居住する
GHに配置される必要があります。
また、１人の夜間支援従事者が複数のGHに居住する利用
者に対して夜間支援を行っている場合は、GH間の距離が
10分以内の地理的条件を満たす必要があります。

(※５)午後10時から翌日午前5時までの間は最低限含む
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★注意ポイント

1人の夜間支援対象者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に
応じて算定しますが、夜間支援対象利用者の数は夜間支援従事者
が支援を行うGHに入居している利用者数の総数を言います。

また、利用者数の総数は、現に入居している利用者の数ではな
く、前年度の平均利用者数を用いて算定することになります。

例えば・・・

GHの定員６名で現に入居している利用者は４名、前年度の平

均利用者数が５名の場合は、夜間支援対象利用者数は５名とな

り、夜間支援従事者が１人の場合、269単位で請求するように

なります。現に入居している利用者数での単位数ではないので

注意してください。 47



就労移行支援体制加算について

• 就労移行支援体制加算の算定要件は、日中活動系サービスを受
けた後に就労し、６月以上就労継続している者(※６)がいる場
合、定員規模に応じた所定単位数に６月以上就労継続している
者の数を乗じて得た単位数を加算するものです。

(前年度実績に応じて１年間加算)

(※６)６月以上就労継続した者とは、前年度において企業等での

雇用継続期間が６月に達した者です。

例えば・・・

令和元年10月1日に就職した者は、令和2年3月31日に６月に達

した者になりますので、令和元年度の実績となり令和２年度か

ら加算を算定できることとなります。
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サービス管理責任者の実務要件

①実務要件の確認

新規・更新指定申請、サービス管理責任者の変更届の提出の

場合は、実務経験証明書（添付様式8）と併せて、従事日数内

訳証明書を提出するようお願いいたします。

②サービス管理責任者との面談

新規指定、サービス管理責任者変更の際は、サービス管理責

任者と面談をいたします。

③その他

必要に応じて実務経験の確認を行う場合があります。
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廃止・休止時の留意事項
• 「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意
事項等について」（平成29年7月28日厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課他事務連絡）において、障害者総合
支援法第43条第4項に規定されている事業者の責務につき、改
めて指定障害福祉サービス事業者が事業廃止（休止）を行う際
の留意事項等が示されています。

• 事業廃止（休止）を行う際は廃止（休止）届を提出するまでに
、利用者と希望や意向等を聴取するため個々に面談を行い、利
用者の今後のサービス利用調整を確実に実施してください。

• 廃止（休止）届を提出する際は、現に指定障害福祉サービスを
受けている者の氏名、希望サービス、移動先サービス等を記載
したリスト及び、当該リストの作成に当たり、現に指定障害福
祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取す
るために実施した個々の面談記録等も併せて提出をお願いしま
す。 50



• 利用者の利用調整が未整備な場合には、総合支援法第49条第1
項又は第2項の規定に基づく勧告を行います。勧告を行い、事
業所が廃止になった後も法人が残る場合であって、勧告内容に
正当な理由がなく従わない場合には、総合支援法第49条第4項
の規定に基づく命令をさらに行い、公示を行います。この命令
を経ても当該勧告に従わない場合には、総合支援法第50条第1
項第2号の規定に基づく指定の取消しを行いますのでご留意く
ださい。

【障害者総合支援法（抜粋）】
指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止

の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けて

いた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害

福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービ

スが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連

絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 
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指定(更新)申請・廃止届出・変更届出等
の提出について

届け出内容 提出期限

新規指定・更新指定

前々月の16日まで
定員増加（生活介護・就労継続支援（A型・B型）のみ）

廃止届・休止届 廃止日及び休止日の1ヶ月前まで

再開届 再開日から10日以内

介護給付費等の請求に関する事項の変更 前月の15日まで

事業所の平面図の変更

変更日のおおよそ10日前まで（※）
【要事前協議】

事業所の所在地の変更

作業場・従たる事業所の追加
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届け出内容 提出期限

申請者（設置者）の名称の変更

変更が生じた日から10日以内

代表者の氏名及び住所の変更

役員(理事)の氏名及び住所の変更

定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等（当該指定
に係る事業に関するものに限る）の変更

事業所（施設）の管理者の氏名及び住所の変更

事業所のサービス管理責任者の氏名及び住所の変更

主たる対象者の変更

運営規程の変更

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との
契約内容の変更
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就労継続支援A型事業所の実績報告・経
営改善計画について
①「就労支援事業別事業活動明細書」等を決算終了後3ヶ月以内

に提出

②生産活動収入から経費を控除した額で賃金を支払えていない事

業所は経営改善計画書を作成し提出

③＜1年間の猶予＞

※3年目までは繰り返し
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④3年目以降は、今後経営の改善が見込まれると認める場合であ

って、一定の条件を満たした場合、計画書を作成し、提出する

ことができます。

いずれか一定の条件

• 計画期間中に事業収入が増加している又は経費が減少し、収益
改善が認められる。

• 利用者の平均労働時間が長くなっている。

• 利用者に支払う賃金総額が増えている。

• 生産活動に係る事業の収入額が利用者に支払う賃金総額以上で
ある。

• 提出済みの経営改善計画に基づく改善の取り組みについて、具
体的に実施しており、今後経営改善の見込みがあると久留米市
が認めた場合。

⑤＜更に1年間の猶予期間＞ 55



【勧告・命令の措置を講じ、指定取消し又は停止の検討】
・経営改善の見込みがない場合、再計画の結果、指定基
準を満たさない場合

・経営改善計画書を作成しない場合
・経営改善計画書の記載内容に虚偽がある場合
※なお、収益改善のために、利用者の退所や賃金の引き
下げ等を不当に行っていることがないようにすること
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• A型事業所における情報公表

障害者及びその家族に対する情報の公表として、以下の情報に
ついて、事業所のホームページにて公表してください。

①財務諸表

貸借対照表、事業活動計算書（損益計算書、正味財産増減計算

書等を含む）、就労支援事業事業活動計算書、就労支援事業別

事業活動明細書

②主な生産活動の内容

③平均月額賃金（工賃）
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４その他の
届出事項について
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業務管理体制の整備に関する届出について

・平成２４年４月から、指定障害福祉サービス事業者及び指定障

害児通所事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備とその届

出が義務付けられました。

・平成３１年４月から、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部

が改正。

⇒久留米市に全ての事業所が所在する事業者は、業務管理体制

の届出先が久留米市になりました。
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業務管理体制の整備に関する届出について
・現在届出を行っていない事業者は・・・

⇒ 事業区分ごとの届出先に届出書を提出してください。

・届出内容に変更が生じた場合は・・・

⇒ 変更届の提出が必要です。

※既に当市へ届出を行っており、その後変更が無い事業所について

は改めて当市へ届出を行う必要はありません。
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１．事業区分
（１）障害者総合支援法に基づくもの
・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
（第５１条の２）

・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
（第５１条の３１）

（２）児童福祉法に基づくもの
・指定障害児通所支援事業者（第２１条の５の２５）

・指定障害児相談支援事業者（第２４条の３８）
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２．業務管理体制の整備の内容及び
届出に記載すべき事項

業務管理体制の整備の内容は、事業所等が運営・設置している
事業所や施設の数に応じて定められています。

事業区分ごとの
事業所等の数

法令遵守責任者
の選任

法令遵守規定
の整備

業務執行の状況
の監査の方法

①事業所等の数が
20未満の事業者

届出が必要 ― ―

②事業所等の数が
20以上の事業者

届出が必要 届出が必要 ―

③事業所等の数が
100以上の事業者

届出が必要 届出が必要 届出が必要
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３．業務管理体制の整備に関する
事項を記載した届出書の届出先

届出先は、事業所等の所在地によって決まります。

主たる事務所の所在地ではないのでご注意ください。

区分 届出先

① ２以上の都道府県に事業所等が所在する事業者
厚生労働省

（社会・援護局障害保健福祉部企
画課監査指導室）

② 久留米市内にすべての事業所等が所在する事業者
※障害児施設は除く

久留米市
（健康福祉部障害者福祉課）

③ ①、②以外の事業者 福岡県
（福祉労働局障がい福祉課）
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４．届出の提出を要する時
（１）指定障害福祉サービス事業所等の新規指定時

新規指定の事業の事業区分において・・・

①最初に事業所を開設する場合

⇒ 久留米市に届出が必要

②すでに久留米市に届出をしている場合

⇒ 届出不要（事業所数が２０となった場合を除く）

③他市に事業所がある場合の事業所の追加

⇒ 福岡県又は厚生労働省に対して、届出書又は変更届の

提出が必要
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４．届出の提出を要する時
（１）指定障害福祉サービス事業所等の新規指定時

例１）久留米市内に１８事業所を有していたが、更に２つの事業

所を新規で久留米市内に開設する場合。

⇒久留米市に「法令遵守規定の整備」の届出書を提出。

例２）小郡市に１事業所を有していたが、久留米市に更に１事業

所を開設する場合。

⇒現届出先の福岡県に変更届を提出。
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４．届出の提出を要する時
（１）指定障害福祉サービス事業所等の新規指定時

例３）福岡市に１事業所を有していたが、久留米市に更に１

事業所を開設する場合。

⇒現届出先の福岡市及び新届出先となる福岡県に届出

書を提出。

例４）鳥栖市に１事業所を有していたが、久留米市に更に１

事業所を開設する場合。

⇒現届出先の佐賀県及び新届出先となる厚生労働省に届出

書を提出。
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４．届出の提出を要する時
（２）指定障害福祉サービス事業所等に係る変更届の提出時

次の①～⑧に該当する変更があった場合は、
事業所の指定に係る変更届とは別に
「業務管理体制に係る届出事項変更届」を提出してください。

①設置者の名称 ②設置者の主たる事業所の所在地

③代表者の氏名・生年月日 ④代表者の住所

⑤代表者の職名 ⑥法令遵守責任者の氏名・生年月日

⑦法令遵守規定の概要 ⑧業務執行状況の監査の方法の概要
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４．届出の提出を要する時

（３）指定障害福祉サービス事業所の廃止時

①届出先が久留米市の場合

⇒届出不要

②廃止する事業の事業区分について、他市にも事業所

がある場合

⇒福岡県又は厚生労働省に対して届出書又は変更届の

提出が必要
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４．届出の提出を要する時
（３）指定障害福祉サービスの廃止時

例１）福岡市と久留米市に事業所を１ずつ有している場合で、

久留米市の事業所を廃止する場合。

⇒現届出先の福岡県及び新届出先となる福岡市に

届出書を提出。

例２）小郡市と久留米市に事業所を１ずつ有している場合で、

久留米市の事業所を廃止する場合。

⇒現届出先の福岡県に変更届を提出。
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５．業務管理体制に係る検査

（１）一般検査の実施

報告、出頭又は実地指導時の立入調査により、

定期的に実施する。

（２）特別検査の実施

指定事業所等の指定取消相当の事案が発覚した場合は、

立入による特別検査を実施し、

その結果を関係都道府県知事又は関係市町村長に

通知する。
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５．業務管理体制に係る検査

（３）行政上の措置等

適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、

勧告、命令等を行う。

命令に違反したときは、

違反内容を関係都道府県又は関係市町村長に通知する。
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障害福祉サービス等情報公表制度について

・平成３０年４月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法に

おいて制定され、同年９月１日から運用を開始しています。

①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事並

びに指定都市、中核市及び児童相談所設置市（以下、「都道

府県知事等」という。）へ報告することを求めます。

②必要に応じ、都道府県知事等が報告された内容を公表します。
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１．登録情報について
（１）指定障害福祉サービス等提供事業者の登録情報について

は、年１回の登録内容の更新が必要となっています。

⇒令和２年７月３１日までに事業所情報の更新をお願い

いたします。

※事業所情報の登録がお済みでない事業所におきましては、

至急登録をお願いいたします。

（２）「公表システム」より事業者へメールで通知されるログ

インＩＤとパスワードで「公表システム」にログインし、

詳細情報の入力をしてください。
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２.ログインＩＤとパスワード
・１法人に１つの付与となっています。

⇒複数事業所を運営する法人については、

１つのＩＤとパスワードを事業所間で共有することとなります。

※例外として、久留米市内では同一法人が児者両方のサービス

を提供している場合は、ＩＤは１法人に２つとなります。

※ログインＩＤとパスワードがわからなくなった場合は障害者

福祉課にお問い合わせください。「公表システム」から事業

者に新しいログインＩＤとパスワードをメールで通知します。
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３．入力事項について
・入力事項は、事業所が回答不可能な事項以外すべての事項と

なっています。記入漏れが無いようにお願いします。

・障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/
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令和２年１１月審査対応分より、
「警告」から「エラー（返戻）」へ移行するコードがあります。
（エラーメッセージの先頭が★となっている分）

※エラーコードの確定は、１０月下旬を予定しているため、
分かり次第お知らせいたします。

請求担当よりお知らせ ～返戻について～
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令和２年度担当者一覧

業務内容 担当チーム 担 当 者

サービスの支給決定

サービス支援
原口・山崎・池末・松崎・筬島

計画相談

給付費の請求事務 池末・松崎（年度後半からの予定）

事業所の指導監査

障害施策推進

師岡・中島・重永・松瀬

事業所の指定 中島・師岡・重永・松瀬

社会福祉法人 重永・中島・師岡・松瀬

業務管理体制 重永・中島・師岡・松瀬
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ご清聴
ありがとう
ございました

78


