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　指定障害福祉サービス事業者等に対する指導事例（十勝総合振興局）
種別 サービス種別 項目 指摘事項の詳細 ポイント

人員に関する基準 訪問サービス共通 従業者の員数
事業所ごとに置くべき従業者の員数が、常勤換算方法で２．５

以上となっていない事例があった。

人員基準は、運営が許される最低限

の基準です。不足が予測される場合

は速やかに従業者を確保する必要が

あります。

人員に関する基準 全サービス共通 勤務体制の確保等
職員の兼務の状況及び勤務時間が記載されていない勤務表しか

なく、従業者の勤務体制となっているか確認できなかった。

職員の常勤・非常勤の別、専従・兼

務の状況、勤務時間及び常勤換算さ

れた勤務表を作成し人員基準等を満

たす配置となっているか毎月確認し

てください。

一般原則 全サービス共通

虐待を許さないための「倫理綱領」や「行動指針などの制定、

虐待防止マニュアルの作成及び「権利侵害防止の掲示物」の掲

示等により全従業者に周知徹底が図られていない。

一般原則 全サービス共通

事業者は利用者の人権擁護、虐待防止のために必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措

置を講ずるよう努めなければならないが、虐待防止に資するた

めの組織を整備しておらず、また、虐待防止を啓発するための

研修も実施していない。

体制整備及び虐待防止の研修はＲ４

から義務化されれています。

運営基準を確認しましょう。

また、組織化した委員会は定期的に

開催する必要があります。

運営基準 全サービス共通 定員の遵守
利用定員の定員を超えたサービスの提供が行われていることが

確認された事例があった。

定員超過減算にならない場合であっ

ても、利用定員の遵守する必要があ

ります。

どうしても超えて受け入れる場合は

利用定員の見直しを行うこと。

運営基準 全サービス共通
契約支給量の報告

等

サービス利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その

他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならな

いが、報告していない事例があった。

報告方法は支給決定の市町村に確認

をとりましょう。

運営基準 全サービス共通
介護給付費の額に

係る通知等

法定代理受領により市町村から指定障害福祉サービス提供に係

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の通知を行う

こととなっているが、通知を行っていない。

「自己負担額」ではなく「介護給付

費の額」を通知しなければならない

ため、自己負担発生の有無にかかわ

らずどれくらいのサービス支給量な

のかをお知らせする必要がありま

す。

運営基準 全サービス共通
変更の届出等

当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者

総合支援法施行規則第３４条の２３に定める事項に変更があっ

たとき、又は休止事業を再開したときは、１０日以内に、その

旨を届け出ることとなっているが、届け出ていない。

運営規程を改正した場合や、サービ

ス提供責任者（サービス管理責任

者）の変更が発生した場合の届出漏

れが多いため、届出項目を確認し、

漏れのないよう届出してください。

運営基準 全サービス共通 勤務体制の確保等

従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保する必要が

あるが、研修の実施が確認できなかったため、今後は、研修の

機会を確保し、内容を記録として残すこと。

運営基準 全サービス共通 非常災害対策

 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行っていない事例や、従業者や利用者に対し、自然災害に

ついての基礎的な知識や非常災害計画の理解を高めるための防

災教育（研修を含む）を実施していない事例があった。

運営基準
全サービス共通

※訪問系を除く

個別支援計画の作

成等

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（アセスメント）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行い、個別支援計画の作成に係る会

議を開催し、個別支援計画の原案の内容について意見を求める

必要があるが、アセスメントの記録及び計画の作成に係る会議

の実施が確認できなかった。

個別支援計画そのものは存在して

も、アセスメント（新規利用前のモ

ニタリングも含む）を実施していな

い・関係者会議を踏まえていない、

など正しい手順で作られていない場

合は個別支援計画未作成減算の対象

になります。

運営基準
全サービス共通

※訪問系を除く

個別支援計画の作

成等

サービスの提供に当たって、個別支援計画がサービス開始時か

ら未作成であったことが確認された。

サービス開始時から計画書を作成す

る必要があり、計画書がない期間に

ついては個別支援計画未作成減算の

対象になります。
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運営基準 訪問サービス共通 支援計画の作成等

支援計画の作成当たっては、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必要があるが、所要時間、日程等が

不明確な記載の計画があった。

訪問サービスにおいては基準省令に

おいて、計画に所要時間・日程まで

含める必要があります。

運営基準 訪問サービス共通 支援計画の作成等

サービス提供責任者が、利用者の日常生活全般の状況及び希望

等を踏まえた具体的なサービスの内容等を記載した支援計画を

作成していない。

またはサービス利用状況に変更があったにも関わらず、支援計

画を変更していない。

訪問サービスにおいては、実際に支

援に要した時間ではなく、支援計画

に記載されているサービス提供時間

どおりに請求するため、提供時間に

変更がある場合は必ず支援計画を変

更しましょう。（過誤請求に繋がり

ます。）

運営基準 就労系サービス 施設外就労
施設外就労を行った際の評価の行った日付が不明確だったの

で、明確にすること。

運営基準 就労系サービス 施設外就労

施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に

対して報酬算定上必要とされる人数の職員を配置することとさ

れているが、配置職員数が不足していた。

基本報酬区分１の場合は、利用者数

に対して７.５：１の割合で職員を配

置する必要があります。（目標工賃

達成指導員配置加算等を算定する場

合は６：１）

運営基準 就労系サービス 施設外就労

施設外就労を行った際は、施設外就労に関する実績を、毎月の

報酬に合わせて市町村へ提出する必要があるが、報告を確認で

きなかった事例があった。

報酬の実績にあわせて支給権者の市

町村に報告する必要があります。

運営基準 共同生活援助

指定共同生活援助

において提供され

る便宜に要する費

用について

指定共同生活援助における光熱水費、食材料費、日常生活費な

どの提供される便宜に要する費用のついて、実費相当額を下回

る請求時に精算行為をしていない。

共同生活援助において提供される

「便宜に要する費用」とは、実費相

当額に当たることから、その積算根

拠を明確にし、適切な額を定めると

ともに、定期的に精算する必要があ

ります。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

全サービス共通 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善　　加算

 福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合の算定要件を満

たしていないため、当該加算について返還した事例があった。

【算定要件】

（１）福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等

の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めて

いること。

（２）福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定

し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保している

こと。

（３）福祉・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する

仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを

設けていること。

（４）（１）～（３）の要件について書面をもって作成し、全

ての福祉・介護職員に周知していること

計画書提出の際、算定要件のいずれ

にも適合していると誓約した内容を

全て実施していない場合は、返還の

対象にいなります。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

全サービス共通 給付費

サービス給付費の算定に当たって、１日の利用者の数が利用定

員の数に１００分の１５０を乗じて得た数を超えた利用があっ

たにも関わらず、定員超過減算を適用していない事例があっ

た。

減算は２種類あります。

（１）１日当たりの利用実績

（２）直近３か月間の利用実績

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

該当サービス共通 欠席時対応加算

事業所においてサービス利用者が、あらかじめ事業所の利用を

予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合におい

て、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算定を行えるが、相談

援助の内容の記載が不十分だった。

また、事業所都合による休所の際も加算を算定していた。

”欠席した”ことを補う報酬ではな

く、”相談援助等の支援”を評価した報

酬であるため、連絡調整・相談援助

などを行い、記録する必要がありま

す。

事業所都合で利用者を休ませた場合

は加算の算定はできません。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

該当サービス共通 食事提供体制加算

事業所において、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算

できるが、事前に食事をとらないと把握しておきながら、食事

の提供を行っていない日の分を算定していた事案が確認され

た。

提供の有無を毎日確認しましょう。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

該当サービス共通 食事提供体制加算

食事の提供を行う場合、計画に記入が必要であるが、計画の記

載が不十分な事例があった。
個別支援計画に基づき食事を提供し

た場合に算定できる加算です。
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自立支援

給付等の算定及び

取扱い

生活介護
常勤看護職員等配

置加算

常勤看護職員等配置加算Ⅰを算定する場合、常勤換算方法で１

以上、看護職員が配置されている必要があるが、配置されてい

なかった。

複数の非常勤の看護師により算定し

ている場合、勤務実績の確認をし、

勤務時間が常勤換算1に満たない場合

は算定できません。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

共同生活援助
共同生活援助サー

ビス費

共同生活援助サービス費について、事業所ごとの世話人が届出

た算定基準以上に配置されていなかったが、届け出た算定基準

で請求していた。

世話人の配置に応じて本体報酬の区

分が異なります。（3:1（日中支援

型）、4:1、5:1、6,1など）

実績を確認し、勤務時間が不足して

いる場合は区分を下げて請求する必

要があります。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

共同生活援助
共同生活援助サー

ビス費

共同生活援助サービス費については、指定共同生活援助事業所

において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に

応じ、１日につき所定単位数を算定できるが、外泊中で指定共

同生活援助を行っていない日の分を算定していた事案が確認さ

れた。

本体報酬は、外泊の初日と最終日は

算定可能（ＧＨでのサービス提供の

時間帯があるため）ですが、外泊中

は算定できません。（ＧＨ内での

サービス提供がないため。）

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

共同生活援助
夜間支援等体制加

算

夜間支援等体制加算について、夜間支援従事者が算定基準以上

配置されていなかった。

算定基準を満たさない日が生じた場

合は、該当する日について実際の配

置に応じた請求を行ってください。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

共同生活援助
地域移行個別支援

特別加算

地域移行個別支援特別加算について、「厚生労働大臣が定める

施設基準」に定める要件を満たしていなかった。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

障害児通所事業
放課後等デイサー

ビス給付費

放課後等デイサービスの提供に当たって、従業者の員数が指定

通所基準の規定により置くべき児童指導員、保育士又は障害福

祉サービス経験者の員数を満たしていない日が確認された事例

があった。

一日の利用人数に応じて必要な従業

者の員数を満たしていない場合、職

員欠如減算の対象になります。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

障害児通所事業

児童指導員等加配

加算

放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数

に加え、理学療法士等の専門職員又はその他の従業者を１名以

上配置しているものとして届け出た指定放課後等デイサービス

事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、

利用定員に応じ、１日につき所定単位を加算できるが、利用定

員を超えた放課後等デイサービスの提供が行われた日におい

て、従業者の配置が加配加算の要件を満たしていないことが確

認された事例があった。

必要となる従業者の員数を満たして

いるかを日々確認し、それ以外の職

員で常勤換算で１名以上いるかを請

求前に確認すること。

※１以上にならなければその月は加

算の算定はできません。

自立支援

給付等の算定及び

取扱い

就労移行支援
移行準備支援体制

加算Ⅱ

移行準備支援体制加算Ⅱについては、施設外就労の契約先が同

一法人の場合、加算を算定できないが、同一法人が運営する別

の生活介護事業所と契約を結び、加算の算定をしていたことが

確認されたので、当該加算の請求について自主点検を行い、関

係自治体に対して、過誤調整等必要な手続きを行うこと。


