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Ⅰ. 指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査について 

 

１． 指導 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「総合支援

法」という。）及び関係法令に定める自立支援給付等の取扱い、自立支援給付に係

る費用の請求に関する事項について周知徹底させることを目的として実施します。 

 （１）集団指導（事業所（施設）説明会） 

   指導対象となる事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

原則として、１年に１度、制度改正の概要や事業所（施設）の運営に係る留意点

等を説明します。 

 

 （２）実地指導 

   指導対象となる事業所（施設）において、事業所が指定基準に基づいて事業の

運営を行っているか、備品、設備、その他関係書類を確認します。 

 

２． 監査 

  自立支援給付対象サービス等の内容について、次に示す情報等を踏まえて、指定

基準違反等が認められる場合、若しくは指定基準違反等の疑いがあると認められる

場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実

施します。 

  ・ 通報・苦情・相談等に基づく情報 

  ・ 市町村、相談支援事業所等へ寄せられる苦情 

  ・ 自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者 

  ・ 実地指導において確認された指定基準違反等 

 

３． 指導及び監査の根拠 

  総合支援法第９条～第１２条、第４８条～第５０条、第５１条の２７～第５１条

の２９、第６６条～第６８条、第８１条～第８２条、第８５条～第８６条 

 

４． 指導及び監査の対象 

 （１） 自立支援給付対象サービス実施者、指定障害福祉サービス事業者、指定障

害者支援施設設置者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定

自立支援医療機関、指定自立支援医療機関の開設者及びこれらであった者 

 

 （２） 上記（１）の従業者及び従業者であった者 
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５． 人員、設備及び運営の基準（障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設） 

  障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設は久留米市条例（下記①～④。以下

「基準条例」という。）に基づき事業を実施することとなっています。 

  平成２５年４月からは、国省令より久留米市条例によることとなりましたが、各

条例の解釈については、改正後も解釈通知等（下記①、②及びその他関係通知をい

う。以下同じ。）に準じて取り扱うこととなっています。 

  また、介護給付費及び訓練等給付費については、報酬告示等（下記①、②及び関

係通知等をいう。以下同じ。）に基づき算定することとなっています。 

 

【基準条例】 

 ① 「久留米市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例」（平成

24年久留米市条例第 30号） 

 ② 「久留米市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例」（平成 24年久

留米市条例第 31号） 

 ③ 「久留米市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準に関する

条例」（平成 24年久留米市条例第 32号） 

 ④ 「久留米市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」

（平成 24年久留米市条例第 33号） 

 

 

 

【解釈通知等】 

① 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

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について」（平成

18年 12月 6日障発第 1206001号） 

② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 19 年 1

月 26日障発第 0126001 号） 

 

 

 

【報酬告示等】 

① 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準」（平成 18年 9月厚生労働省告示第 523号） 

② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日

障発第 1031001号） 
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６． 実地指導及び監査の流れ 

  実地指導については、通常２週間から１ヶ月程度前までに事業所に対し実施する

旨の連絡を行います。実地指導の結果、改善が必要な場合は、市が定めた期日まで

に改善報告書の提出を求め、又誤って報酬を算定している場合は、過誤申請により

適正に算定してもらいます。 

  一方、監査については、あらかじめ実施する旨の連絡をせず実施する場合があり

ます。監査の結果、改善が必要な場合は、勧告・命令を経て、指定の取消等（指定

取消及び効力の全部若しくは一部停止）の処分を行う場合があります。また、報酬

の算定について、不正等が発覚した場合、指定の取消し等の処分に加え、算定した

報酬に４０％の額を上乗せして返還させます。 

 

                                       

   実地指導                                

   実施の連絡     通報・苦情・相談等                 

                                       

     ↓                                 

                 ↓                     

   実地指導の                               

    実 施    →   監査の実施                   

                                       

     ↓           ↓                     

                                       

   実地指導の        勧 告     ※ 勧告に従わなかった場合、 

   結果の通知       報告書提出     公示することがあります。  

                                       

     ↓           ↓                     

                                       

  改善報告書の提出      命 令     ※ 命令・指定の取消等を行う 

    過誤申請       報告書提出     前に聴聞又は弁明の機会が  

                         付与されます。       

                 ↓                     

                        ※ 命令・指定の取消等を行っ 

               指定の取消等    た場合、公示し、報酬に 40％ 

                         の上乗せをして返還。    
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７．  平成３０年度実地指導結果 

 実施事業所数 実施サービス事業数 

居宅系 

（移動支援含む） 

１０ヵ所 ２６事業 

通所系 

（短期入所・日中一事支援含む） 

３１ヵ所 ３９事業 

障害者支援施設 

（短期入所含む） 

２ヵ所 ６事業 

共同生活援助 ３ヵ所 ３事業 

相談支援 ２ヵ所 ４事業 

基準該当 ２ヵ所 ２事業 

計 ５０ヵ所 ８０事業 

 

 ※指導が多かった事項（指摘事項を除く） 

① 個別支援計画の作成                   …２８件 

② 契約支給量・内容の報告                  …２５件                   

③ 賃金及び工賃の支払い  

暴力団の排除のための措置                …２３件 

④ 秘密保持等 

  会計の区分                       …１１件 

⑤ 内容及び手続の説明及び同意               …１０件 

 

    

８． 平成３０年度行政処分 

  平成３０年度は、１件の行政処分（指定取り消し）を行いました。 

  （１）処分に至った経緯 

    ◆平成３０年１０月２９日 実地指導 

    ◆平成３０年１１月２１日 

～平成３１年１月３１日 監査 

    ◆平成３１年 ３月１５日 聴聞 

    ◆平成３１年 ３月２５日 処分通知 

    ◆平成３１年 ４月 ８日 給付費の返還命令 

    ◆令和 元年 ７月 １日 指定取り消し 

  （２）処分理由 

    ① 人員基準違反（総合支援法第５０条第１項第３号） 

    ② 運営基準違反（同項第４号） 

    ③ 不正請求（同項第５号） 

    ④ 不正の手段による指定（同項第８号） 
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Ⅱ. 令和元年度障害福祉サービス事業者等指導実施方針 

 

１． 実地指導実施計画 

国が定める「指導指針」によると、指定障害者支援施設については概ね２年に

１度、指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所及び指定障害児通所支

援事業所については概ね３年に１度実施することとなっています。 

   令和元年度は、７月から３月まで週２～３回、年間８０件程度の実地指導を実

施します。実地指導の対象とする事業所は、以下の基準に該当する事業所から選

定します。 

  （１）過去３年間に実地指導を行っていない事業所 

  （２）新規指定後、実地指導を行っていない事業所 

  （３）就労継続支援 A型事業所のうち、収益状況の確認を要する事業所 

  （４）上記のほか、通報、苦情又は相談等に基づき調査を要する事業所 

   また、実地指導以外に訪問調査等を行う場合もあります。 

 

２． 事前準備及び実地指導当日のご対応について 

実地指導の実施にあたっては、原則として、あらかじめ通知し、ご準備いただ

きたい書類等の一覧表を送付いたします。 

※ ただし、あらかじめ通知したのでは事業所の日常におけるサービスの提供状況を確

認することができないと認められる場合は、事前の通知なしに実地指導を行う場合

もあります。 

※ 「利用者一覧表」などの市から作成を依頼する一部の書類を除き、実地指導のため

に作成するものはありません。なお、ご準備いただきたい書類等のうち、決算・経

理関係書類、雇用契約書など、事業所外で管理している書類等についても、実地指

導を行う場所にご準備をお願いします。 

実地指導当日は、管理者とサービス提供責任者のご同席をお願いします。 

※ 他の職員のご同席をお願いする場合もあります。 

 

３． 重点指導事項 

   国県等の動向、前年度の実地指導の結果等を踏まえ、次のとおり令和元年度の

重点指導事項を定めます。 

（１）障害者虐待防止等のための措置について 

（２）サービス提供責任者の責務について 

（３）勤務体制の確保について 

（４）適切なサービスの提供について 

（５）介護給付費の適正な算定について 
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Ⅲ． 重点指導事項について 

 

１． 障害者虐待防止等のための措置について 

   久留米市障害者虐待防止センターの虐待ホットラインには、日々、様々な虐待

に関する情報が寄せられています。また、障害者支援施設での殺傷事件や自宅で

の監禁事件など、障害者の人権を無視した事案も発生しています。これらの状況

を踏まえ、職員が利用者の権利擁護に取り組むことができる環境を整備している

か等の指導を徹底します。 

  （１）権利擁護に関する取組み 

「久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に

関する条例」等(以下「条例」という。)において、「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、その従業者に対して、研修を実施する等の措置を講ずるよう努め

なければならない。」と定められています。 

職場における倫理綱領、行動規範等を定め、職員に周知徹底がなされてい

るか、普段から研修などを通して職員の人権意識を高め、職員が利用者の権

利擁護に取り組むことができる環境を整備しているか等について確認します。 

【主な確認書類】 

・虐待防止に関する規定・マニュアル 

・虐待に関する記録 

・職員研修の記録 

 

 【指定基準（抜粋）】 

  ① 指定障害福祉サービス事業者は事業所ごとに次の各号に掲げる事業の運営

について重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

   ・ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

 【解釈通知（抜粋）】 

  ① 指定障害福祉サービス事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速

かつ適切な対応が図られるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に

定めることとしたものである。具体的には、 

   ・ 虐待の防止に関する責任者の選定 

   ・ 成年後見制度の利用支援 

   ・ 苦情解決体制の整備 

   ・ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施（研修方法

や研修計画など） 

   等を指すものであること。 
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【指導事項例】 

１ 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」の定めがない。 

２ 

運営規程には、「虐待の防止のための措置に関する事項」が規定してある

が、当該規定を実施していない。 

・虐待防止に関する責任者を選定していない。 

・虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施していない。 

・虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施した事跡が確認でき 

ない。 

 

２． サービス提供責任者の責務について 

   サービス提供責任者は、他の従業者に対する技術指導をする立場にあります。 

   サービス提供責任者が作成する個別支援計画は利用者に対するサービス提供

の根幹となるものですが、昨年度の実地指導においても、適正に作成及び運用し

ていない事例が多く見受けられました。 

   今年度は、個別支援計画の作成に関することを含め、サービス提供責任者の責

務が果たされているかについて指導を徹底します。 

  （１）サービス提供責任者の資格要件 

サービス提供責任者は事業所運営において重要な役割を担うことから、サ

ービス提供責任者は資格要件が必要となります。資格証等に基づき、この資

格要件について確認します。 

【主な確認書類】 

・資格証・修了証 

  （２）サービス提供責任者の責務 

サービス提供責任者は、個別支援計画の作成のほか、次の業務を担うこと

となっています。 

① 利用申込みに係る調整。 

② 従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等。 

③ 個別支援計画に沿ってサービスが提供されているか把握するとともに、

助言、指導等必要な管理を行う。 

また、初回加算を算定する際の同行訪問や、特定事業所加算を算定する要

件である「定期的に開催する会議の主宰」や「文書による指示」など、サー

ビス提供責任者が担うべき責務を果たしているか、また、果たすことができ

る体制となっているかについて確認します。 

【主な確認書類】 

・職員会議録 

・サービス提供の記録 

  （３）個別支援計画の適正な運用について 

個別支援計画は、利用者が地域において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支援する障害福祉サービスの根幹を成す非常に重要な
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ものであり、利用者へのサービスの質の確保のため、条例及び報酬告示等に

おいて、その作成手順及び運営について細かく定められています。 

多くの利用者が画一的な内容となっている、作成の手順が誤っている、サ

ービス等利用計画と整合性がとれていない、適切な時期に計画を作成してい

ないなどの事例が見受けられますので、個別支援計画の適正な運用について

確認します。 

【主な確認書類】 

・サービス等利用計画 

・サービス受給者証の写し 

・アセスメントの記録 

・個別支援計画（原案） 

・実施状況の把握、評価に関する記録 

・面談記録 

 

☆個別支援（居宅・重訪・同行・行動）計画作成の手順・流れ  

 ア 個別支援計画作成の手順  

（ア） サービスの問合せ・利用申込み（利用者、相談支援専門員等） 

    利用受付簿等に記録すること 

（イ） 面談・アセスメント 

    利用者の状況・ニーズを把握し、アセスメントシートを作成すること 

（ウ） 計画の作成 

    利用調査票・アセスメントシートの内容を個別支援計画に反映させる。利

用者その家族への説明・同意を得ること 

（エ） サービスの実施・評価 

    サービス等利用計画・個別支援計画に基づいて実施すること。また、利用

者のニーズに沿ったサービスが提供されているか、新しいニーズは発生して

いないか等に配慮すること 

（オ） 計画の見直し 

     フィードバックされた情報を次回の計画に活かすこと 

 

 イ 作成にあたってのポイント 

【サービスの公平性・正当性を担保する要素として】 

（ア） 必要以上に計画様式にこだわる必要はないが、関係法令等に規定してある

事項、利用者及びその家族との取決め事項は明確にしておくこと 

（イ） サービスの具体的内容（手順書）、所要時間、その必要性については、明

確にしておくこと（対外的に説明できるようにしておくこと） 

（ウ） 計画に定めていないサービスについては、介護給付費の請求が認められな

いため、通常提供する「定期的サービス」と場合によっては提供する「その

都度のサービス」に分けて計画を作成すること 
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【サービスの質を左右する要素として】 

（ア） 「自立と社会参加」（利用者の自己実現や主体的な生き方を支える）とい

う視点を維持すること 

（イ） 利用者と一緒に相談しながら作成すること（利用者の参加、選択と自己決

定を担保する） 

（ウ） その時々のニーズを的確に把握し計画を見直すこと。状況が変わればニー

ズは変わり、ニーズが変われば必要なサービスも変わってくる。 

（エ） 現場からフィードバックされた情報（担当従業者からの報告など）を次の

計画に役立てること。 

（オ） 誰が見ても分かるように具体的に記入（手順書としての役割） 

（カ） 質を左右すると思われる留意事項、注意点を盛り込む。（利用者の希望な

ど） 

（キ） サービス等利用計画との整合性がとれるように作成する。 

 

 【指定基準（抜粋）】  

①  サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況

及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容を記載した個別支援計画を

作成しなければならない。 

②  サービス提供責任者は、個別支援計画を作成した際は、利用者及びその同

居の家族にその内容を説明するとともに、当該個別支援計画を交付しなけれ

ばならない。 

③  サービス提供責任者は、個別支援計画作成後においても、当該個別支援計

画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該個別支援計画の変更を行うも

のとする。 

 

 【解釈通知（抜粋）】 ※ 次の点に留意して作成すること。 

①  サービス提供責任者は、個別支援計画の目標や内容等については、利用者

及びその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や

評価についても説明を行うものとする。 

②  個別支援計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、サービ

スの提供によって解決すべき課題を明らかにし（アセスメント）、これに基づ

き、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供

するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。 

 

 【報酬告示（抜粋）】 

①  居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのでは

なく、当該個別支援計画に基づいて行われるべきサービスに要する時間に基

づき算定されることに留意する必要がある。 

②  当初の個別支援計画で定めたサービス提供の内容や提供時間が、実際のサ
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ービス提供と合致しない場合には、速やかに個別支援計画を見直し、変更を

行うことが必要であること。 

③  個別支援計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖

離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に個別支援計画の見直しを行

う必要があること。 

 

【指導事項例】 

１ 

個別支援計画の内容が不十分である。 

・担当する従業者、サービスの具体的内容、所要時間、日程等の記載が 

ない。 

２ 

サービス提供責任者が作成したか確認出来ない。 

・サービス提供責任者以外の従業者が作成している。 

・サービス提供責任者の確認印がない 

３ 
利用者又はその家族に対する説明等が不十分である。 

・個別支援計画を交付した事実が確認出来ない。 

４ 

サービスの具体的内容が不整合である。 

・同じサービス内容であるにも関わらず、曜日によって所要時間が異な 

る。 

・個別支援計画に記載されているにも関わらず、ほとんど提供の実績が 

確認できないサービスが存在する。 

５ 個別支援計画の見直しを実施していない。 

６ 

個別支援計画がサービス等利用計画に基づいていない。 

・サービス等利用計画と比べた時に、時間帯・提供内容等が異なってい 

る。 

７ 
個別支援計画に定めた所要時間ではなく、実際にサービスに要した時間で

介護給付費を請求している。 

 

３． 勤務体制の確保について 

   事業所におくべき従業者及びその員数は条例によることとしており、利用者に

対して適切なサービスを提供できるよう、勤務体制を定めることとしています。 

   昨年度の実地指導等においても、従業者の勤務状況が確認できないなどの事例

が多く見受けられました。 

   今年度は、シフト表及び出勤簿等における従業者の勤務状況の確認を徹底しま

す。併せて、利用者に対する適切なサービス提供に資するための研修体制等につ

いても指導を徹底します。 

  （１）従業者の資格等 

居宅系サービスの提供に当たる者については、サービスの種類ごとに資格

要件が定められています。従業者の資格等を確認できない事例が見受けられ

ますので、資格要件を満たした従業者によってサービスが提供されているか
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について確認します。 

【主な確認書類】 

・資格証・修了証 

・実務経験証明書 

  （２）勤務状況の確認 

居宅系サービス事業所に置くべき従業者は、常勤換算方式で２．５以上の

員数が必要です。その際、登録居宅介護等従業者の勤務時間は、前年度の週

当たりの平均稼働時間（サービス提供時間及び移動時間）によることとなっ

ています。実際に必要な員数が勤務しているかについては、タイムカード等、

勤務時間を含めた記録がないと把握することができません。押印するだけの

出勤簿で勤務状況を把握しているなど、人員基準を満たしているのか確認で

きない事例が見受けられました。職員の勤務時間がわかる記録や賃金台帳等

により勤務状況を確認します。 

【主な確認書類】 

・タイムカード等 

・雇用契約書・労働条件通知書 

・賃金台帳 

  （３）研修体制 

事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を確保しなければなり

ませんが、研修を実施していない、研修を実施した記録がないなどの事例が

見受けられました。外部研修への参加や他の職員への周知状況、事業所内で

の研修に実施状況等について、記録を基に確認します。 

【主な確認書類】 

・研修に関する記録 

 

 【指定基準（抜粋）】  

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。 

 ・事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤 

務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする必要が 

ある。 

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。 

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。 

 ・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事業所内の 

研修への参加の機会を計画的に確保する必要がある。 

④  指定居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業

者の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。 
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 【解釈通知（抜粋）】 

①  登録居宅介護等従業者によるサービス提供の実績がある事業所については、

登録居宅介護等従業者１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録居宅介

護等従業者の前年度の週当たりの平均稼動時間（サービス提供時間及び移動

時間をいう。）とすること。 

②  登録居宅介護等従業者によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて

短期の実績しかない等のため①の方法によって勤務延べ時間数の算定を行う

ことが適当でないと認められる事業所については、当該登録居宅介護等従業

者が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延

べ時間数に算入すること。 

 

【指導事項例】 

１ 

基準上必要な人員が配置されているか確認出来ない。 

※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び介護保険法の訪問介護、 

介護予防訪問介護での人員を合算してもよい。 

・出勤簿等が整備されておらず、勤務の実績を確認することが出来ない。 

・登録居宅介護等従業者の前年度の週当たりの平均稼動時間が算出され 

ていない。 

２ 

従業者の資格等を確認出来ない。 

・従業者の資格証の写しを保管していない。 

・実務経験証明書が保管されていない。 

３ 

雇用契約書等が適切に作成されていない。 

・雇用契約書が作成されていない（管理者含む）。 

・労働条件通知書で通知された職種と実際の職種が異なる。 

４ 

研修等を適切に実施していない。 

・運営規程において、採用時研修や継続研修の実施が明記されている 

にも関わらず、研修を実施した実績が確認出来ない。 

・管理者やサービス提供責任者が外部の研修等を受講後、従業者に対 

し周知した事実を確認出来ない。 

 

４． 適切なサービスの提供について 

   事業所は、サービス等利用計画及び個別支援計画（以下「計画等」という。）

に基づいて、適切なサービスを提供することとなっています。また、サービスを

提供した際は、その内容を記録し、利用者から確認を受けることとなっています。 

   昨年度の実地指導等においては、計画等に基づいたサービス提供がなされてい

ない事例や、記録及び利用者の確認が不十分又は不適切な事例が散見されました。 

   今年度は、適切なサービスの提供に関する指導を徹底します。 

  （１）サービス等利用計画及び個別支援計画に基づいたサービス提供 

サービスの提供は、個別支援計画に基づいて行う必要があり、個別支援計
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画は、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画等に基づいて作成され

なければなりませんが、計画等と異なる時間帯又は曜日にサービスを提供し

ている事例が見受けられました。サービスの提供が、計画等に基づいて行わ

れているかについて確認します。 

【主な確認書類】 

・個別支援計画 

・サービス等利用計画 

・サービス提供の記録 

  （２）サービス提供の記録 

サービスを提供した際は、必要な事項を記録し、利用者から確認を受けな

ければなりません。記録すべき内容は以下の通りです。 

① サービスを提供した日 

② 提供したサービスの具体的内容 

③ 実績時間数 

④ 利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項 

サービス提供の記録及び確認は、サービスが適正に行われたことを、事業

者と利用者が相互に確認する大切な手続きです。サービス提供について適正

に記録されているか、その記録について利用者から確認を受けているかを確

認します。 

【主な確認書類】 

・サービス提供の記録 

・業務日誌 

  （３）介護給付費の額の通知 

事業者は、介護給付費の支給を受けた場合、利用者に対し介護給付費の額

を通知しなければなりません。この介護給付費の額の通知は、提供を受けた

サービス及びその対価である介護給付費について利用者から確認を受けるこ

とにより、適正なサービスを提供したことを証する記録にもなります。その

ため、通知する額は、総額だけでなくその内訳も通知し、通知した形跡を残

すように指導しています。 

【主な確認書類】 

・介護給付費の額の通知に関する書類 

 

 【指定基準（抜粋）】  

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、サービスの提供の都度記録しなければならない。 

 ・利用者及び事業者が、その時点でのサービスの利用状況等を把握できる 

ようにするため、事業者は、サービスを提供した際には、サービスの提 

供日、提供したサービスの具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の 

利用者に伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録するのではなく、 

サービスの提供の都度記録しなければならない。 
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②  事業者は、記録に際しては、利用者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。 

③  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

介護給付費の額を通知しなければならない。 

 

【指導事項例】 

１ サービス等利用計画又は個別支援計画と利用時間等が異なる。 

２ サービス提供に関する記録にサービスの具体的内容が記載されていない。 

３ 
サービスの提供の都度、利用者から確認を受けなければならない場合に、

後日一括して確認を受けている。 

４ 介護給付費の額を通知していない。又は、総額のみを通知している。 

５ 
サービス提供に関する記録が毎日同じ内容、又は全ての利用者が同じ内容

で記録されている。 

６ サービス提供に関する記録と給付費の請求内容が異なる。 

７ サービス提供の記録が休暇中の職員によってなされている。 

 

５． 介護給付費の適正な算定について 

介護給付費については、国から示された報酬告示、留意事項通知等に基づき適

正に算定されなければなりません。しかしながら、毎年、実地指導の結果、報酬

告示等と異なった取扱いによる返還事例が発生しています。平成３０年度報酬改

定において新たに創設された加算や見直された減算を含め、介護給付費の適正な

算定のための指導を徹底します。 

  （１）記録と請求内容の整合性 

介護給付費の請求は、個別支援計画及び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ものと思います。請求内容と、算定の根拠となる記録等

の整合性について確認します。 

【主な確認書類】 

・個別支援計画 

・サービス提供の記録 

・加算の算定根拠となる記録 

・介護給付費明細書 

・サービス提供実績記録票 

 

【指導事項例】 

１ 
個別支援計画に規定している所要時間ではなく、実際に要した時間で介護 

給付費を算定している。 

２ サービスを提供していないにも関わらず、給付費を算定している。 
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Ⅳ. 重点指導事項以外の指導事項について 

 

１． 利用者に対する説明・同意等について 

サービス利用に当たって、利用者に対して説明し、同意を得る事項について、不

適切な事例が散見されました。 

 

【指導事項例】 

内容及び手続きの説明及び同意 

１ 

サービス利用契約、サービス提供開始日等の時系列に不整合がある。 

・重要事項説明書の説明日≦利用契約書の契約日≦アセスメント日≦個別

支援援計画の原案作成日≦個別支援計画の説明・同意日≦サービス開始

日になっていない。 

２ 利用申込者に対して、説明及び同意を得ていない。 

３ 利用契約書中の契約期間の終了日を空欄にして契約している。 

４ 

利用契約書中の契約期間について、自動更新としている場合の記載が不十分

である。 

 （例）「本契約の契約期間は、支給決定期間満了日までとする。ただし、契約期間満

了日の 3か月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合

は、本契約は次期支給決定期間満了日まで延長されるものとし、以降も同様と

する。」 

５ 

重要事項説明書において、関係法令名等が以前のままになっている。 

・障害者総合支援法と記載すべきところが、障害者自立支援法のままにな

っている。 

・指定権者名が福岡県のままになっている。 

６ 

重要事項説明書に、苦情窓口として事業所の対応窓口しか記載されていな

い、又は苦情窓口の記載が不十分である。 

・苦情窓口として、久留米市障害者福祉課、福岡県運営適正化委員会、支

給決定市町村所管部局の記載がない。 

・苦情窓口の受付時間、ＦＡＸ番号等の記載がない、又は記載が誤ってい

る。 

秘密保持等 

７ 利用申込者に対して、説明及び同意を得ていない。 

８ 
情報提供について、利用者からは同意を得ているが、家族から同意を得てい

ない。 

受給資格の確認 

９ 利用者の受給資格を確認せず、サービス提供を行っている。 

運営規程、掲示 

１０ 運営規程、重要事項説明書及び利用契約書等の書類で、内容が一致していな
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い。 

 ・運営規程と重要事項説明書で営業日、休業日、営業時間が異なっている。 

 ・運営規程と重要事項説明書で人員配置状況が異なっている。 

１１ 

事業所の現状と運営規程の内容が一致していない。 

 ・人員配置状況の記載が誤っている。 

 ・運営規程に作業場として位置づけられていない。 

１２ 運営規程の概要、従業者の勤務の体制等が事業所内に掲示されていない。 

事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払いの範囲等 

１３ 
使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払いを求める理由を、重要事

項説明書等に明記していない。 

１４ 支給決定障害者等から同意を得ていることが確認できない。 

 

２． 事業所の記録について 

条例に規定している事業所の運営に関する基準のうち、事業所において記録すべ

きものを記録していない事例や、記録はしているが記録後の処理を適切に行ってい

ない事例が散見されました。 

 

【指導事項例】 

契約支給量の報告等 

１ 

受給者証記載事項が不十分である。 

・受給者証記載事項を受給者証の裏面に記載していない。・契約期間 

・契約終了日等の記載が一部ない。 

・受給者証の写しを保管していない。 

２ 
サービス利用に係る新規契約、契約内容の変更、若しくは契約終了時に、受

給者証記載事項を支給決定市町村に対し報告していない。 

提供拒否の禁止、サービス提供困難時の対応、介護給付費の支給の申請に係る援助 

３ 

利用申込の記録が不十分で適切に支援をしているか確認出来ない。 

・利用申込受付簿等がなく、対応が確認できない。 

・サービス利用に至った利用申込者の記録はあるが、至らなかった利用申

込者の記録がない。 

 ・利用申込受付簿等に利用相談の内容は記載しているものの、その顛末ま

での記載がなく、提供拒否があったか否かの確認ができない。 

連絡調整に対する協力、指定障害福祉サービス事業者等との連携等 

４ 

市町村、相談支援事業者、他の障害福祉サービス事業者等その他の保健医療

サービスとの連携が不十分である。 

 ・ケース会議等の記録がない。 

緊急時の対応、事故発生時の対応 

５ 
緊急時及び事故発生時の対応方法が確認出来ない、又は不十分である。 

 ・緊急時・事故・ヒヤリハット事例に関する記録がない。 
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・緊急時・事故・ヒヤリハット事例に関する記録はあるが、原因の追究、

今後の防止策等が検討されていない。 

 ・事故報告書を提出していない。 

苦情解決 

６ 

苦情窓口の対応方法が確認出来ない、又は不十分である。 

 ・苦情の記録を取っていない。 

 ・苦情に関する記録はあるが、原因の追究、今後の防止策を講じていない。 

 ・指定申請時に提出している苦情対策に沿って、苦情対応をしていない。 

 

３． 法人及び事業所の規定及びマニュアル等の運用について 

条例に規定している事業所の運営に関する基準について、法人又は事業所におい

て、規則やマニュアルを策定していない事例や、策定はしているが適切に運用して

いない事例が散見されました。 

 

【指導事項例】 

緊急時等の対応、衛生管理等、事故発生時の対応、苦情解決 

１ マニュアルが策定されていない。 

２ 
マニュアルは策定しているが、従業者に周知しておらず、適切に運用出来る

状態にない。 

秘密保持等 

３ 

禁止事項の規定が不適切である。 

 ・秘密保持誓約書を従業者から徴収していない。 

 ・就業規則、雇用契約書等に禁止事項について、規定がない。 

 ・雇用形態によって、規定に差がある。 

※禁止事項 

・正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

４ 秘密保持等について、従業者の退職後も秘密を保持する規定がない。 

利益供与等の禁止 

５ 

禁止事項の規定が不適切である。 

 ・就業規則、雇用契約書等に禁止事項について、規定がない。 

・雇用形態によって、規定に差がある。 

・利益の収受については規定があるが、利益の供与については規定がない。 

※禁止事項 

・一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは

他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対

し、利用者又はその家族に対して当該障害福祉サービスの事業

を行う者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の

利益を供与してはならない。  



 18 

・一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは

他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、

利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を収受してはならない。  

 

４． 久留米市条例の独自基準について 

（１）暴力団の排除規定 

    市民の安全・安心を確保するため、「久留米市暴力団排除条例」の基本理念

である「暴力団への協力及び暴力団との交際の根絶」と市の役割である「暴力

団の排除に関する施策の推進」の規定に基づき、障害福祉サービス事業等から

暴力団を排除するよう規定しています。 

 

【指定基準（抜粋）】 

①  法人の役員は、暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有するものであってはならない。 

 

  ②  事業者は暴力団員等を事業所の管理者等にしないことその他の事業所（施

設）の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがな

いための必要な措置を講じなければならない。 

   ※ 必要な措置 

   （ア） 暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を事業所の従業者とし

ないための措置 

   （イ） 障害福祉サービス事業等により暴力団又は暴力団員に利益の供与等を提供しない

ための措置 

 

【指導事項例】 

暴力団の排除のための措置 

１ 

暴力団排除に係る規定・取決めが策定されていない。 

 ・暴力団排除規定が就業規則に規定されていない。 

 ・暴力団排除に係る誓約書を従業者から徴収していない。 

 ・業務委託契約を締結している相手先から暴力団排除に係る誓約書を徴収

していない。 

２ 

暴力団排除に係る規定を利用者にも適用している。 

 ・利用者が暴力団員である場合、サービスを提供出来ない規定を定めてい

る。 

 

５． その他 

条例に規定している事業所の運営に関する基準について、その他不適切な事例が

散見されました。 
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【指導事項例】 

身分を証する書類の携行 

１ 身分証が作成されていない。 

２ 従業者に身分を証する書類を携行させていない。 

会計の区分 

３ 
事業所ごとに経理が区分されていないことに加え、その他の事業の会計とも

区分されていない。 
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Ⅴ． 指定事業者としての留意事項について 

 

１． 令和元年度障害福祉サービス等報酬改定について 

（１）障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて 

令和元年１０月に消費税率が１０％へ引上げになることに伴い、令和元年１

０月から、税率引上げ分を乗じて基本報酬単価数へ上乗せをする報酬改定が行

われます。 

 

（２）福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の一部見直しについて 

令和元年１０月に行われる報酬改定により、介護人材確保のための取組をよ

り一層進めるため、現行の福祉・介護職員処遇改善加算に加え、「福祉・介護職

員等特定処遇改善加算」が新設されます。 

なお、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援、障害児

相談支援は算定対象外となります。 

① 算定率 
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② 算定要件 

・特定加算（Ⅰ）：配置等要件＋現行加算要件＋職場環境等要件＋見える化要件 

・特定加算（Ⅱ）：現行加算要件＋職場環境等要件＋見える化要件 

  ※重度障害者等包括支援、施設入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問

支援にあっては配置等要件がないため、特定加算の区分は１つとなります。 

   ※見える化要件については、令和２年度より算定要件となります。 

 

【配置要件】 

福祉専門職員配置等加算（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあ

たっては特定事業所加算）を算定していること。 

【現行加算要件】 

現行加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。 

【職場環境要件】 

   平成２０年から届出を要する日の属する日の前月までに実施した処遇改善（賃

金改善を除く）の内容を全職員に周知していること。この処遇改善については、

複数の取組を行っていることとし、以下の表の「資質の向上」、「労働環境・処

遇改善」及び「その他」の区分ごとに１つ以上の取組を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

【見える化要件】 

   特定加算に基づく取組について、ホームページの掲載等により公表しているこ

と。具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得

状況を報告し、賃金以外に関する具体的な取り組み内容を記載すること。 

   なお、当該要件については令和２年度より算定要件とします。 

 

③ 久留米市への届出 

令和元年１０月より特定加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等

は、令和元年８月末日までに、届出を久留米市障害者福祉課まで提出をお願

いいたします。 

また、年度の途中で加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者は、

加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、久留米市に届出を提出し

てください。 
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２． サービス提供責任者及び従業者等の要件について 

  

 

事 務 連 絡 

平成 30 年２月９日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉担当課 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課訪問サービス係 

 

 

平成 30年４月以降の訪問系サービスの従業者要件等について 

 

 

 障害福祉行政の推進につきまして、日頃より御尽力をいただき厚く御礼申し上げま

す。 

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護（以下「訪問系サービス」という。）

の従業者要件については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定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」

（平成 18年厚生労働省令第 171号）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準について」（平成 18年 12月６日障発第 1206001号）等によって定めら

れているところです。 

 訪問系サービスの従業者要件のうち、経過措置又は暫定的な取扱いとして示してい

る要件等について、平成 30年４月以降の取扱いは下記のとおりとする予定であるた

め、管内の市町村及び事業所に周知いただくとともに、当該事業所の従業者として必

要な研修受講の促進等に努めていただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 居宅介護 

（１）サービス提供責任者の要件 

   「居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって、３年以上介護等の業

務に従事した者」を居宅介護のサービス提供責任者とする取扱いは、従来から暫

定的なものであることとしてきた。 

   本取扱いについては、廃止に向けて検討することとしており、当面の措置とし

て、平成 30年４月以降は、引き続き当該者をサービス提供責任者の要件に位置
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づけるものの、当該者がサービス提供責任者として作成した居宅介護計画に基づ

き支援を行った場合に、報酬の 10％を減算することとする。 

   なお、次期障害福祉サービス等報酬改定では、本取扱いの廃止を検討する予定

であることから、当該減算の対象となる事業所に対して、サービス提供責任者が

介護福祉士又は実務研修修了者となるよう勧奨されたい。 

 

 

２ 同行援護 

（１）従業者要件 

  ① 実務経験が１年未満の者の介護福祉士等 

    同行援護の従業者のうち、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に

関する事業（直接処遇に限る。）への従事した経験が１年未満の者であって、

介護福祉士、実務者研修修了、初任者研修課程修了者等、視覚障害者外出介護

従業者養成研修修了者及び基礎研修課程修了者等については、平成 30年３月

31日まで、同行援護従業者養成研修一般課程を修了したものとみなす経過措置

を設けてきたところであるが、本経過措置については平成 30 年３月 31日をも

って廃止する。 

  ② 盲ろう者向け通訳・介助員 

    地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業に従事する盲

ろう者向け通訳・介助員については、平成 33年（2020年）３月 31日までの間、

同行援護従業者養成研修（一般課程）を修了したものとみなすこととする。 

    視覚障害者等に対して、適切な同行援護を提供するため、各都道府県におか

れては、研修機会の確保とともに、管内において本取扱いによる従業者を配置

する事業所に対して、同行援護従業者養成研修の受講の勧奨に努めていただき

たい。 

    なお、本取扱いは暫定的な措置であることから、同行援護従業者養成研修等

を修了していない盲ろう者向け・通訳介助員が同行援護を提供した場合は、報

酬の 10％を減算することとする。 

 

（２）サービス提供責任者の要件 

   同行援護のサービス提供責任者は、次の①又は②の要件を満たす者であって、

同行援護従業者養成研修応用課程（以下「応用課程」という。）を修了した者等

であることとしつつ、平成 30年３月 31日まで、応用課程を修了したものとみな

す経過措置を設けてきたところであるが、本経過措置については平成 30年３月

31日をもって廃止する。 

   また、次の②の要件についても廃止することとする。 

  ① 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、居宅介護職員初任者研修課程

修了者等で３年以上介護等の業務に従事した者 

  ② 平成 23年９月 30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に

３年間従事したもの（平成 30年３月 31 日までの暫定的な取扱い。） 

 

（３）同行援護の提供体制の確保 

   平成 28年度の障害保健福祉関係主管課長会議（平成 29年３月８日）において、

同行援護従業者養成研修の受講状況等調査の結果についてお示ししたところで

ある。当該調査結果では、回答事業所の約１割が、同行援護事業所の今後の展望
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として、縮小又は廃止を検討していた。 

   各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、管内の視覚障害者の同行援護

の利用量に関するニーズを踏まえて、同行援護の提供体制を適切に確保するよう

取り計らわれたい。 

   なお、その上で、同行援護事業所から事業の廃止又は休止に係る申請があった

場合には、「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 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課監査指導室等事務連絡）を踏まえて対応されたい。 

 

 

３ 行動援護 

  行動援護の従業者要件のうち、行動援護従業者養成研修を未修了の者について、

平成 30年３月 31日まで当該研修を修了したものとみなす経過措置を設けてきたと

ころであるが、本経過措置については平成 33 年（2020年）３月 31 日まで延長する。 

  知的障害や精神障害により行動障害を伴う障害者等に対して、適切な行動援護を

提供するため、各都道府県におかれては、研修機会の確保とともに、管内において

本経過措置による従業者を配置する事業所に対して、研修の受講の勧奨などに努め

ていただきたい。 

  なお、今後、行動援護従業者養成研修の開催状況や、本経過措置による従業者の

同研修の修了状況等について、国に進捗状況を報告していただく予定であるので、

御了知願いたい。 

 

 

４ その他 

  訪問系サービスの質の向上のため、次期障害福祉サービス等報酬改定に向け、以

下の者については、その要件の廃止も含めて検討を行う予定であることから、事業

者への集団指導等の機会を捉え、従業者の資質向上に向け、介護福祉士、実務研修

修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、同行援護従業者養成研修（一般課程・

応用課程）修了者、行動援護従業者養成研修修了者の資格の取得について勧奨され

たい。 

 ・ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者 

 ・ 旧身体障害者居宅介護等事業、旧知的障害者居宅介護等事業及び旧児童居宅介

護等事業に従事した経験を有する者 

 ・ 旧視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者、旧全身性障害者外出介護従

業者養成研修課程修了者及び旧知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者 
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３． 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。 

ついては、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。 

なお、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。 

この際、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）】 

① 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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４． 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・就労継続支援 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 

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 

事業所のサービス提供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 

障害者支援施設等との連携体制及び支援の態勢の概要の変更 

事業所の平面図の変更 変更日のおおよそ 

１０日前まで（※１） 

【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 

 

※ 設備要件等を満たしているか事前協議にて確認し、変更日までに現地確認を行い

ます。 
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５． 障害福祉サービス等情報公表制度について 

利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的

として、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、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

るとともに、②都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されまし

た。 

平成３０年９月１日から運用を開始し、皆様に事業所情報の登録をしていただい

ているところですが、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、登録内容の更新が必要となっています。つきましては、令和元年７月３１

日（水）までに、事業所情報の更新をお願いいたします。 

また、事業所情報の登録がまだお済でない事業所におきましては、至急登録のほ

どお願いいたします。 

 

【注意事項】 

・「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、パスワードで

「公表システム」へログイン後、操作説明書及び各サービス記入要領（６関連リ

ンク先よりダウンロードできます。）に沿って「事業所詳細情報の編集を行う」

画面の各タブにて詳細情報の入力をしてください。 

 

・ログインＩＤ、パスワードについては、一法人に一つの付与となっており、複数

事業所を運営する法人については、一つのＩＤ、パスワードを事業所間で共有す

ることとなります。ただし例外として、久留米市内で同一法人が児者両方のサー

ビスを提供している場合は、権限移譲の関係で IDは一法人に二つとなります。 

 

・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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Ⅵ． 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支援事業者等

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。 

 

また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（第 7次地方分権一括法）において、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という。）及び児童福

祉法の一部が改正され、平成 31 年 4 月 1 日から、久留米市内に全ての事業所等が所

在する事業者は、業務管理体制の届出先が久留米市となりました。 

 

現在、届出を行っていない事業者については、根拠条文ごとの届出先に届出を行って

ください。また、届出内容に変更が生じた場合は変更届出が必要になります。 

※平成 31年 3月 31 日まで福岡県へ届出を行っている事業者のうち、その後変更が

無い事業所については改めて久留米市へ届出をしていただく必要はありません。 

 

１． 対象となる事業 

（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） 

 

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。 

必要な業務管理体制の整備の内容 

種別ごとの事業所

等の数（※１） 

法令遵守責任者の

選任（※２） 

法令遵守規定の整

備（※３） 

業務執行の状況の

監査の方法（※４） 

事業所等の数が 20

未満の事業者 
届出が必要 ― ― 

事業所等の数が 20

以上の事業者 
届出が必要 届出が必要 ― 

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 

（※１）事業所の数の数え方 



 30 

・障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ご

との事業それぞれについて届出を行うことが必要です。 

・事業所番号が同じでもサービス種別が異なる場合は、それぞれを１と数 

えます。 

 例）同一事業所番号の居宅介護、重度訪問介護、同行援護を実施・・・3    

事業所 

   生活介護と就労継続支援 B型を実施する多機能型事業所・・・2事業所 

・障害者支援施設は、施設入所支援と昼間実施サービスを合わせて 1 つと

数えます。 

・一般相談支援事業所は、地域定着支援、地域移行支援をそれぞれ 1 つと

数えます。 

・同一サービスの従たる事業所や出張所は数えません。 

 

（※２）「法令遵守責任者」・・・法令を遵守するための体制の確保にかかる責任                

    者 

（※３）「法令遵守規程」・・・業務が法令に適合することを確保するための規程 

法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を

盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成

する必要は無く、例えば、日常の業務運営にあたり、法及び法に基づく命

令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載し

たものなど、事業所の実態に即したもので構いません。届出が必要な「法

令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はな

く、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守

規程全文を添付しても差し支えありません。 

 

（※４）「業務執行の状況の監査の方法」 

 事業所が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等で

あって、すでに各法の規程に基づき、その監事又は監査役（委員会設置会

社にあっては監査委員会）が法又は法に基づく命令の遵守の状況を確保す

る内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障

害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とする

ことができます。なお、この監査は、事業所等の監査部門等による内部監

査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、

定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年 1回行わなければ

ならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的

な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届出が必要な「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者

等がこの監査にかかる規程を作成している場合には、当該規程の全体像が

わかるもの又は規程全文を、規定を作成していない場合には、監査担当者

又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。 
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３． 業務管理体制の整備に関する事項の届出先 

  届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があり

ます。 

業務管理体制の整備に関する事項の届出先 

事業所等の根拠条文ごとの区分 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） 

（2）久留米市内に全ての事業所等

が所在する事業者 

※障害児入所施設は除く 

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） 

 

４． 立入検査の実施について 

  業務管理体制の整備が義務付けられた事業者等の本部等を対象として、実地

指導時に実施する予定です。具体的な方法については、今後検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務管理体制の整備に関する届出】厚生労働省ホームページでご覧いただけます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kan

riseibi/index.html 
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Ⅶ. 令和元年度障害者福祉課担当者一覧 

 

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 
持丸・稲田・原口・山崎・池末 

計画相談 

給付費の請求事務 原口・池末（年度後半からの予定） 

事業所の指導監査 

障害施策推進 

野口・師岡・中島・松瀬 

事業所の指定 師岡・野口・中島・松瀬 

社会福祉法人 中島・師岡・野口・松瀬 

業務管理体制 中島・師岡・野口・松瀬 
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（別紙１） 

 

暴力団関係者排除に係る誓約書（職員用） 

平成  年  月  日 

       殿 

住 所            

氏 名         印 

生年月日          

性 別     男 ・ 女 

 

 私は、下記に掲げる事項のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 また、下記に掲げる事項のいずれかに該当することが疑われた場合には、貴事業所

が福岡県警察本部に照会することを承諾します。 

 １ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 ２ 暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下単に「暴力団」という。）又は暴力団員

がその活動を支配する者 

 ３ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

 ４ 暴力団又は暴力団員とふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有してい

る者 

 ５ 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）第１５条第２項、第１７条の３、

第１９条第２項又は第２０条第２項の規定に違反した者で、同条例第２３条第１項の規定

により、同条例第２２項の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して２年を経過

しない者。 

 ６ 福岡県暴力団排除条例第２５条第１項第３号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた

者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を

経過しない者。 

 なお、誓約に違反した場合、直ちに退職し、貴事業所が被った損害について損害

賠償の責任（又は、「の責め」）を負います。 
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（別紙２） 

 

暴力団関係者排除に係る誓約書（職員用） 

平成  年  月  日 

       殿 

住 所            

氏 名         印 

生年月日          

性 別     男 ・ 女 

 

 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団、又は同法第２条６

項に規定する暴力団員と一切関わりがないことを誓約します。 

なお、誓約に違反した場合、直ちに退職し、貴事業所が被った損害について損害賠

償を負います。 
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（別紙３） 

 

暴力団関係者排除に係る誓約書（法人用） 

平成  年  月  日 

       殿 

 

法人名   所在地              

    名 称            印 

              代表者   住 所                            

氏 名                            

 

 当法人は、下記に掲げる事項のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 １ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下単に「暴力団」という。）である

法人 

 ２ 代表取締役、理事長等の役員が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に

「暴力団員」という。）である法人 

３ 上記２に該当しないが、暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する法人 

４ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している法人 

５ 暴力団又は暴力団員とふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有してい

る法人 

なお、誓約に違反した場合、直ちに、貴社と締結している下請契約又は資材、原材

料の購入契約等を解約し、それに伴い貴社が被った損害について、損害賠償を負いま

す。 
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（別紙４） 

 

暴力団関係者排除に係る誓約書（法人用） 

平成  年  月  日 

       殿 

 

法人名   所在地              

    名 称            印 

              代表者   住 所                            

氏 名                            

 

 当方人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団、又は同法第２

条６項に規定する暴力団員と一切関わりがないことを誓約します。 

なお、誓約に違反した場合、直ちに、貴社と締結している下請契約又は資材、原材

料の購入契約等を解約し、それに伴い貴社が被った損害について、損害賠償を負いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


