
令和元年度～令和３年度 障害福祉サービス事業所実地指導 主な指示事項 

〔障害者支援施設・短期入所〕 

 

１．運営に関する基準 

項目 事業所の状況 指導内容 

運営規程 利用者からの徴収する

費用の額について個別具

体的に記載していなかっ

た。 

利用者から徴収する費用の額について

は、個別具体的（徴収する品名等及びそ

の額）に記載する必要があります。ただ

し、その他の日常生活費のようにその額

が都度変動する性質の場合には、金額を

「実費」として規定することができま

す。（品名等は列挙してください。） 

なお、その他の日常生活費について、

施設等が全ての利用者に対して一律に提

供し、全ての利用者からその費用を画一

的に徴収することは認められません。 

また、利用者に対し十分な説明を行

い、同意を得た上で提供し、費用の受領

を行ってください。 

重要事項説明書 ①従業員の体制につい

て、記載されていなかっ

た。 

①従業員の体制については、現状配置さ

れている職種、人数を記載してくださ

い。なお、基準を満たす範囲において

「○人以上」と記載することも差し支え

ありません。 

②苦情解決体制に係る第

三者委員の記載が漏れて

いた。 

②苦情解決体制については、受付窓口、

解決責任者及び第三者委員を設けること

とされていますが、利用者にはそれぞれ

の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みにつ

いて周知してください。 

③提供するサービスの第

三者評価の実施状況が記

載されていなかった。 

③記載する項目は、第三者評価の実施の

有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況と

なります。実施がない場合には「実施な

し」と記載してください。 

労働条件通知 労働条件を書面で明示

していなかった。項目に

不足があった。 

労働者を雇い入れたときには、賃金、

労働時間等の労働条件を書面の交付によ

り明示しなければなりません。明示する

項目は、労働基準法施行規則第５条及び

パートタイム労働法施行規則第２条を参

照してください。特に、パートタイム労



働者の労働条件通知書に「雇用管理の改

善等に関する相談窓口」が漏れているケ

ースが多く見受けられますので注意して

ください。 

賃金 ①割増賃金が適正に計算

されていなかった。 

 

 

②給与規程に定められて

いない手当が支給されて

いた。 

①割増賃金の基礎となる賃金に労基法施

行規則第 21 条に列挙される手当以外の

手当が算入されていないケースが見受け

られます。注意してください。 

②給与規程に規定されていない手当は支

給できません。手当はすべて給与規程に

規定してください。 

労働時間 労働時間が適正に把握

されていなかった。 

使用者は、労働時間を適正に管理する

ため、労働者の労働日ごとの始業・終業

時刻を確認し、記録しなければなりませ

ん。この記録は、原則として次のいずれ

かによるものでなければなりません。 

・使用者が、自ら現認する 

・タイムカード等の客観的な記録 

従って、始業・終業時刻の記載のない

出勤簿のみで管理する等は適正に管理し

ているとは言えません。 

労働安全衛生 ①産業医による職場巡視

が行われていなかった。 

①職員数が常時 50 人以上の施設は、産

業医を選任しなければならず、産業医

は、事業場の状況把握（月１回以上の職

場巡視を含む）、衛生委員会への参画等

を行う必要があります。行われていない

場合には、実施するよう産業医に働きか

け等をしてください。 

②衛生委員会が開催され

ていなかった。 

②職員数が常時 50 人以上の施設は、衛

生委員会を毎月１回以上開催してくださ

い。 

③労働者の心理的な負担

の程度を把握する検査結

果報告書を１年以内に１

回、労働基準監督署に提

出していなかった。 

③職員数が常時 50 人以上の施設は、ス

トレスチェックを１年以内ごとに１回実

施してください。なお、実施後は検査結

果報告書を労働基準監督署に提出しなけ

ればなりません。 

個別支援計画 ①アセスメント及びモニ

タリングをサービス管理

責任者が担当していなか

った。 

①個別支援計画の作成に関する業務は、

サービス管理責任者が担当してくださ

い。 



 

 

②個別支援計画に総合的

な支援の方針や利用者及

びその家族の生活に対す

る意向が記載されていな

かった。 

②個別支援計画に記載すべき項目を確認

し、網羅するよう様式を決定してくださ

い。 

③個別支援計画に短期の

目標とその達成時期を設

定していなかった。 

③短期の目標とその達成時期を設定して

ください。 

④個別支援計画の作成に

係る会議を開催している

ことが確認できなかっ

た。 

④サービス管理責任者は、個別支援計画

作成に係る会議を開催し、計画の原案に

ついて意見を求めてください。 

⑤個別支援計画につい

て、事前に利用者等の同

意を得ていなかった。 

⑤個別支援計画は、サービス提供前に同

意を得てください。 

なお、個別支援計画の作成に係る業務

が適切に行われていない場合、個別支援

計画未作成減算となることがありますの

で注意してください。 

虐待防止 ①虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行っ

ていなかった。 

②従業者に対し、虐待防

止についての研修を行っ

ていなかった。 

①虐待防止責任者、職員相談体制及び苦

情処理体制を整備してください。 

 

②従業者に対し、虐待防止についての研

修を実施してください。 

事故発生防止 ①事故が発生した場合に

市に連絡を行っていなか

った。 

②事故が発生した場合に

事故の記録を残していな

かった。 

①サービス提供に際し事故が発生した場

合は、速やかに市に連絡してください。 

 

②事故が発生した場合は、事故の状況及

び事故の処置を記録してください。 

非常災害対応 ①消火及び避難訓練につ

いて、年２回以上、消防

機関に届出をしたうえで

実施していることが確認

できなかった。 

②消防設備点検を半年に

１回実施していることが

確認できなかった。 

①消火及び避難訓練について、年２回

（そのうち１回は夜間を想定）以上、消

防機関に届出をしたうえで実施し、記録

してください。 

 

②消防設備点検を半年に１回実施し、年

1 回消防機関に届け出てください。 



３．自立支援給付費の算定及び取扱い 

項目 事業所の状況 指導内容 

食事提供体制加算 食事の提供を行うこと

になっている利用者につ

いて、個別支援計画に位

置付けていなかった。 

食事の提供を行うことになっている利

用者について、個別支援計画に位置付け

てください。 

重度障害者支援 

加算（Ⅱ） 

①基礎研修修了者 1 人に

つき利用者 5 人を超えて

算定していた。 

②日付をまたいで勤務す

る夜勤職員について、勤

務の途中で日付が変わる

ことから、1 日目及び 2

日目それぞれ 4 時間ずつ

対象となる利用者に個別

支援したとして、両日と

も加算の算定をしてい

た。 

基礎研修修了者１人の配置につき利用者

５人までの算定としてください。 

 

②夜間の時間帯を 1 日と捉えることか

ら、1 回の夜間勤務を分割せず算定して

ください。 

福祉・介護職員処

遇改善加算 

①福祉・介護職員処遇改

善計画書の周知を行って

いなかった。 

 

 

②（平成 27 年 4 月以降

実施した）処遇改善の内

容（賃金改善を除く）及

び当該処遇改善に要した

費用の周知を行っていな

かった。 

①職員会議、掲示等の方法により、全て

の福祉・介護職員に対して処遇改善計画

書の内容を周知してください。また、キ

ャリアパス要件の内容についても、就業

規則等を用いて周知してください。 

②職員会議、掲示等の方法により、全て

の福祉・介護職員に対して実施した処遇

改善の内容等を周知してください。 

 

４．財務関係 

項目 事業所の状況 指導内容 

経理規程に基づく

会計処理 

①会計責任者が任命され

ていなかった。 

①ガバナンスの観点から、経理規程上、

会計責任者は理事長が選任することにな

っています。選任したことがわかる書類

（任命書、辞令など）を残し、業務分担

を明確にしてください。 

 

②会計処理について、会

計責任者等の承認がされ

②ガバナンスの観点から、経理規程上、

会計処理について会計責任者等が承認す



ていなかった。 ることになっています。承認の記録を保

管してください。 

③支払い前に会計責任者

等の承認を経ていなかっ

た。 

③ガバナンスの観点から、経理規程上、

支出について会計責任者等が承認するこ

とになっています。承認した記録を保管

してください。 

④収入現金について、経

理規程に定める期間まで

に金融機関に預け入れて

いなかった。 

④利用者等から収入した現金は、直接支

出に充てることなく、経理規程に定める

期間までに金融機関に預け入れなければ

なりません。 

⑤現金有高と帳簿残高の

照合を日々行っていなか

った。 

⑤現金は、日々、小口現金と収入現金両

方の残高を各現金出納簿の残高と照合し

てください。 

⑥月次報告がされていな

かった。 

⑥月次試算表等により、毎月、予算執行

状況や月次損益を把握してください。 

会計基準に基づく

会計処理 

①経理区分が定められて

いなかった。 

①会計基準に基づき、事業区分・拠点区

分・サービス区分を設定してください。 

②軽微とはいえない範囲

の予算超過があった。 

②予算超過が見込まれるときは補正予算

を組み、理事会の承認を得てください。 

③計算書類に対する注記

が作成されていなかっ

た。必要な項目が漏れて

いた。記載された金額が

計算書類と整合しなかっ

た。 

③注記は、法人全体及び各拠点区分で作

成する必要があります（拠点が１つの場

合には拠点区分の注記を省略できます）

が、項目に違いがありますので注意して

ください。また、金額は計算書類と整合

を図ってください。 

④必要な附属明細書の作

成がない。附属明細書に

記載された金額が計算書

類と整合しなかった。 

④国が示す様式に従い作成してくださ

い。また、金額は計算書類と整合を図っ

てください。 

⑤貸借対照表に計上する

資産の額について、一部

根拠が確認できなかっ

た。 

⑤現金預金及び積立資産の額について、

金融機関の発行する残高証明書等との整

合を図ってください。 

契約関係 100 万円を超える契

約について、契約書が確

認できなかった。 

経理規程に基づき 100 万円を超える契

約を締結したときは、契約書を取り交わ

さなければなりません。また、100 万円

以下であっても軽微な契約を除き、請書

を徴してください。 

資金の運用等 他の障害福祉サービス

経理区分に年度をまたい

他の社会福祉事業への資金の繰替使用

について、一時繰替使用することは差し



で貸付けている。 支えありませんが、繰替えて使用した資

金は当該年度内に補填しなければなりま

せん。 

 


