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 第１章 指定障害福祉サービス事業者等の指定及び  

指定の取消し等  
指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業等を行う者の

申請により、障害福祉サービス等の種類及び事業所ごとに行います。 

指定は、６年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。 

指定後に、指定障害福祉サービス事業者等が厚生労働省の定める基準に適合しない

等が認められる場合は勧告・命令の、指定の取消し等の事由に該当すると認められる

場合は、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の対象となります。 
 

【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（抜粋）】 

 

(指定障害福祉サービス事業者の指定) 

第３６条 第２９条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定

めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの

種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」

という。)ごとに行う。 

２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び

次条第１項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る前項の申請は、当該特

定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第１項の申請があった場合において、次の各号（(療養介護に係る

指定の申請にあっては、第七号を除く)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉

サービス事業者の指定をしてはならない。 

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 

二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第４３

条第１項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。 

三 申請者が、第４３条第２項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの

事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営

をすることができないと認められるとき。 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなるまでの者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で

定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなるまでの者であるとき。 

六 申請者が、第５０条第１項(同条第３項において準用する場合を含む。以下この項

において同じ。)又は第５１条の２９第１項若しくは第２項の規定により指定を取り消

され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者(当該指定を取り消された者

が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成５年法

律第８８号)第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員

又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員

等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含

み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった

日前６０日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年を

経過しないものを含む。)であるとき。ただし、指定の取消しが、指定障害福祉サー
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ビス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及

び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業

務管理体制の整備についての取組の状況その他の事実に関して当該障害福祉サ

ービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省

令で定めるものに該当する場合を除く。 

七 申請者と密接な関係を有する者（申請者法人に限る。以下この号において同じ。）

の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しく

はその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの

（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株式の

所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要

な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が

株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業

に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該

申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、第５０条第１

項又は第５１条の２９第１項若しくは第２項の規定により指定を取り消され、その取

消しの日から起算して５年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指

定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービ

ス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に

関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、こ

の号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め

られるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

八 申請者が、第５０条第１項又は第５１条の２９第１項若しくは第２項の規定による指

定の取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日から当

該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第４６条第２項又は

第５１条の２５第２項若しくは第４項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して

５年を経過しないものであるとき。 

九 申請者が、第４８条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）又は第５１

条の２７第１項若しくは第２項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき第５０条第１項又は第５１条の２９第１項若しくは第２項

の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見

込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者

に当該検査が行われた日から１０日以内に特定の日を通知した場合における当該

特定の日をいう。）までの間に第４６条第２項又は第５１条の２５第２項若しくは第４

項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由

がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであると

き。 

十 第八号に規定する期間内に第４６条第２項又は第５１条の２５第２項若しくは第４

項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知

の日前６０日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由が

ある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない者（当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある者を除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起
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算して５年を経過しないものであるとき。 

十一 申請者が、指定の申請前５年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく

不当な行為をした者であるとき。 

十二 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号か

ら前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十三 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号

から第十一号までのいずれかに該当する者であるとき。 

４ （略） 

５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合におい

て、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第８９条

第２項第２号の規定により都道府県が定める区域とする。)における当該申請に係る指

定障害福祉サービスの量が、同条第１項の規定により当該都道府県が定める都道府

県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉

サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によっ

てこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第２９条第１項の指定をしないことがで

きる。 

 

(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更) 

第３７条 指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。)

は、第２９条第１項の指定に係る障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、あ

らかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス事業者に

係る同項の指定の変更を申請することができる。 

２ 前条第３項から第５項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合につい

て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

(指定障害者支援施設の指定) 

第３８条 第２９条第１項の指定障害者支援施設の指定は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び

当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該

申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第８９条第１項の規定により

当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該

指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る

施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害

福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第２９条第１項の指定

をしないことができる。 

３ 第３６条第３項及び第４項の規定は、第２９条第１項の指定障害者支援施設の指定

について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

(指定障害者支援施設の指定の変更) 

第３９条 指定障害者支援施設の設置者は、第２９条第１項の指定に係る施設障害福

祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しよう

とするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定障害者支援
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施設に係る同項の指定の変更を申請することができる。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について

準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 (指定の更新) 

第４１条 第２９条第１項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

指定並びに第３２条第１項の指定相談支援事業者の指定は、６年ごとにそれらの更新

を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定

の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前

の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を

有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の

指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 第３６条及び第３８条の規定は、第１項の指定の更新について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

(変更の届出等) 

第４６条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該

指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、

十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスを廃止し、又は休止し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の１月

前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める

事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、１０日以内に、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

(指定の辞退) 

第４７条 指定障害者支援施設は、３月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退する

ことができる。 

 

(報告等) 

第４８条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サ

ービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係

るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス

事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若し

くは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業

所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又

は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者

の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業

に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

２ （略） 



- 5 - 

３ 前２項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

(勧告、命令等) 

第４９条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合

に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定め

て、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

一  当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

て第４３条第１項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基

準を遵守すること。 

二  第４３条第２項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備

及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をし

ていない場合 当該基準を遵守すること。 

三  第４３条第４項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の

提供を適正に行うこと。 

２ 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号（のぞみの園の設

置者にあっては、第三号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる場合に該当する

と認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各

号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

一  指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第４４条

第１項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守

すること。 

二  第４４条第２項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び

運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしてい

ない場合 当該基準を遵守すること。 

三  第４４条第４項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の

提供を適正に行うこと。 

３ 都道府県知事は、前３項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた

指定事業者等が、前３項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができる。 

４ 都道府県知事は、第１項又は第２項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正

当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対

し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければな

らない。 

６ （略） 

 

(指定の取消し等) 

第５０条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指

定障害福祉サービス事業者に係る第２９条第１項の指定を取り消し、又は期間を定め

てその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 指定障害福祉サービス事業者が、第３６条第３項第４号から第５号の２まで、第１

２号又は第１３号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 指定障害福祉サービス事業者が、第４２条第３項の規定に違反したと認められる
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とき。 

三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知

識若しくは技能又は人員について、第４３条第１項の都道府県の条例で定める基準

を満たすことができなくなったとき。 

四 指定障害福祉サービス事業者が、第４３条第２項の都道府県の条例で定める指

定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障

害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。 

五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があっ

たとき。 

六 指定障害福祉サービス事業者が、第４８条第１項の規定により報告又は帳簿書類

その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告を

したとき。 

七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、

第４８条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者

がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サ

ービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第２９条第１項の指定を受け

たとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他

国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律

に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービ

スに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうち

に指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前５

年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 

十二 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定

の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前５年以内

に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

２ （略） 

３ 前２項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要

な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（業務管理体制の整備等） 

第５１条の２ 指定事業者等は、第４２条第３項に規定する義務の履行が確保されるよ

う、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 

２ 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生

労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければ

ならない。 

一  次号に掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事 

二  当該指定に係る事業所若しくは施設が２以上の都道府県の区域に所在する指定

事業者等（のぞみの園の設置者を除く。第４項、次条第２項及び第３項並びに第５１
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条の４第５項において同じ。）又はのぞみの園の設置者 厚生労働大臣 

３ 前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったと

きは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労

働大臣又は都道府県知事（以下この款において「厚生労働大臣等」という。）に届け出

なければならない。 

４ 第２項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更によ

り、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出

を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働

大臣等にも届け出なければならない。 

５  厚生労働大臣等は、前３項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接

な連携を図るものとする。 

 

（報告等） 

第５１条の３ 前条第２項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をし

た指定事業者等（同条第４項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、

同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。）における同条第１項の規定による

業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、

報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若

しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し

て質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務

所その他の指定障害福祉サービス等若しくは指定相談支援の提供に関係のある場所

に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２～５ （略） 

 

（勧告、命令等） 

第５１条の４  第５１条の２第２項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該

届出をした指定事業者等（同条第４項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあ

っては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。）が、同条第１項の厚生労

働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるとき

は、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従っ

て適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 

２ 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた

指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表すること

ができる。 

３ 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限

を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければ

ならない。 

５ (略) 

 

（指定一般相談支援事業者の指定） 

第５１条の１９ 第５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者の指定は、厚生労働省

令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の



- 8 - 

種類及び一般相談支援事業を行う事業所（以下この款において「一般相談支援事業

所」という。）ごとに行う。 

２ 第３６条第３項（第四号、第十号及び第十三号を除く。）の規定は、第５１条の１４第１

項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第３６条

第３項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか

必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（指定特定相談支援事業者の指定） 

第５１条の２０ 第５１条の１７第１項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、厚生

労働省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定

める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所（以下この款に

おいて「特定相談支援事業所」という。）ごとに行う。 

２ 第３６条第３項（第四号、第十号及び第十三号を除く。）の規定は、第５１条の１７第１

項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、

第３６条第３項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替え

るほか必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（指定の更新） 

第５１条の２１ 第５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者及び第５１条の１７第１

項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、６年ごとにそれらの更新を受けなけ

れば、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 

２ 第４１条第２項及び第３項並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用

する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（変更の届出等） 

第５１条の２５ 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の

名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止し

た当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、１０日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の１月

前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所

在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定

計画相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、１０日以

内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の１月

前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 

（報告等） 

第５１条の２７ 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般

相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係

る一般相談支援事業所の従業者であった者（以下この項において「指定一般相談支援
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事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相談支援事

業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又

は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当

該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該指定地域相談支援の事業に

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ

とができる。 

２ 市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者若しくは指定特

定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者

であった者（以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。）に

対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相談

支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特定

相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質

問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業

所、事務所その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その

設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３ （略） 

 

（勧告、命令等） 

第５１条の２８ 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合

に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当

該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

一 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につ

いて第５１条の２３第１項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当

該基準を遵守すること。 

二 第５１条の２３第２項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に

関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当

該基準を遵守すること。 

三 第５１条の２３第３項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜

の提供を適正に行うこと。 

２ 市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認

めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める

措置をとるべきことを勧告することができる。 

一 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につ

いて第５１条の２４第１項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当

該基準を遵守すること。 

二 第５１条の２４第２項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に

関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当

該基準を遵守すること。 

三 第５１条の２４第３項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜

の提供を適正に行うこと。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項

の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前

２項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
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４ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、

正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第２項の規

定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示

しなければならない。 

６ （略） 

 

（指定の取消し等） 

第５１条の２９ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当

該指定一般相談支援事業者に係る第５１条の１４第１項の指定を取り消し、又は期間

を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 指定一般相談支援事業者が、第５１条の１９第２項において準用する第３６条第３

項第五号又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 指定一般相談支援事業者が、第５１条の２２第３項の規定に違反したと認められる

とき。 

三 指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の

知識若しくは技能又は人員について、第５１条の２３第１項の厚生労働省令で定める

基準を満たすことができなくなったとき。 

四 指定一般相談支援事業者が、第５１条の２３第２項の厚生労働省令で定める指定

地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事

業の運営をすることができなくなったとき。 

五 地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。 

六 指定一般相談支援事業者が、第５１条の２７第１項の規定により報告又は帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

七 指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者

が、第５１条の２７第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定

による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業

所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定

一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

八 指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第５１条の１４第１項の指定を受

けたとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民

の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処

分に違反したとき。 

十 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し

不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十一 指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者

その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部

の効力の停止をしようとするとき前５年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく

不当な行為をした者があるとき。 
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２ 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談

支援事業者に係る第５１条の１７第１項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてそ

の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 指定特定相談支援事業者が、第５１条の２０第２項において準用する第３６条第３

項第五号又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 指定特定相談支援事業者が、第５１条の２２第３項の規定に違反したと認められる

とき。 

三 指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の

知識若しくは技能又は人員について、第５１条の２４第１項の厚生労働省令で定める

基準を満たすことができなくなったとき。 

四 指定特定相談支援事業者が、第５１条の２４第２項の厚生労働省令で定める指定

計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事

業の運営をすることができなくなったとき。 

五 計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。 

六 指定特定相談支援事業者が、第５１条の２７第２項の規定により報告又は帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

七 指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者

が、第５１条の２７第２項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定

による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業

所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定

特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

八 指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第５１条の１７第１項第一号の指

定を受けたとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民

の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処

分に違反したとき。 

十 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し

不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十一 指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者

その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部

の効力の停止をしようとするとき前５年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく

不当な行為をした者があるとき。 

３ （略） 

 

（業務管理体制の整備等） 

第５１条の３１ 指定相談支援事業者は、第５１条の２２第３項に規定する義務の履行が

確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければ

ならない。 

２ 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対

し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出

なければならない。 

一 次号及び第三号に掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都
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道府県知事 

二 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係

る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長 

三 当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事

業者 厚生労働大臣 

３ 前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更が

あったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした

厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長（以下この款において「厚生労働大臣等」

という。）に届け出なければならない。 

４ 第２項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の

変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣

等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした

厚生労働大臣等にも届け出なければならない。 

５ （略） 

 

（報告等） 

第５１条の３２ 前条第２項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を

した指定相談支援事業者（同条第４項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等に

あっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。）における同条第

１項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定

相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命

じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭

を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者

の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談

支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件

を検査させることができる。 

２～５ （略） 

 

（勧告、命令等） 

第５１条の３３ 第５１条の３１第２項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当

該届出をした指定相談支援事業者（同条第４項の規定による届出を受けた厚生労働

大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。）が、同

条第１項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしてい

ないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働

省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することがで

きる。 

２ 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた

指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。 

３ 厚生労働大臣等は、第１項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正

当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業

者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければ

ならない。 
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５ （略） 
 

 

（不正利得の徴収） 

第８条 市町村（政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府

県とする。以下「市町村等」という。）は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を

受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部

又は一部を徴収することができる。 

２ 市町村等は、第２９条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第３２条

第１項に規定する指定相談支援事業者又は第５４条第２項に規定する指定自立支援

医療機関（以下この項において「事業者等」という。）が、偽りその他不正の行為により

介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、自

立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、そ

の支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額

を支払わせることができる。 

３ 前２項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３

第３項に規定する法律で定める歳入とする。 
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 第２章 指定障害福祉サービス事業者等の一般原則 

１．指定障害福祉サービス事業者等の責務  

 

【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（抜粋）】 

(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務) 

第４２条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指

定事業者等」という。)は、障害者等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、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する

機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当

該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努め

なければならない。 

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措

置を講ずることにより、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上に努めなければな

らない。 

３３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基

づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

(指定障害福祉サービスの事業の基準) 

第４３条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都

道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を

有しなければならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービス

の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなけれ

ばならない。 

３ （略） 

４ 指定障害福祉サービス事業者は、第４６条第２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１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。 

 

(指定障害者支援施設等の基準) 

第４４条 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、

施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施

設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければ

ならない。 

３ （略） 

４ 指定障害者支援施設の設置者は、第４７条の規定による指定の辞退をするときは、

同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた
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者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービス

に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続

的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置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。 

 

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務） 

第５１条の２２ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（以下「指定相

談支援事業者」という。）は、障害者等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、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施す

る機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害

者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなけれ

ばならない。 

２ 指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措

置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。 

３ 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法

律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならな

い。 

 

（指定地域相談支援の事業の基準） 

第５１条の２３ 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごと

に、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を

有しなければならない。 

２ 指定一般相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の

運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。 

３ 指定一般相談支援事業者は、第５１条の２５第２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１月以内に当該指定地域相談支援を受けてい

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地域

相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継

続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援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。 

 

（指定計画相談支援の事業の基準） 

第５１条の２４ 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごと

に、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を

有しなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の

運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、次条第四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１月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者で

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計画相談支

援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に

提供されるよう、他の指定特定相談支援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。 

 基準は、指定障害福祉サービス事業者等が「障害者の日常生活及び社会生活を総合
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的に支援するための法律」に規定する便宜を適切に実施するため、必要な最低限度の

基準を定めたものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、常にその事業の運営の

向上に努めなければなりません。 

指定障害福祉サービスの事業の種類 

 

「◎」印は、当該サービスが「施設を有するサービスの事業」であることを示す 

指定障害福祉サービス 内容 

居宅介護 身体介護・通院等介助・通院等乗降介助・家事援助 

重度訪問介護 
身体介護・家事援助・見守り等の支援及び外出介護など日常生活全

般の支援 

同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する者に同行し行うサービス 

行動援護 外出時及び外出の前後に必要な支援を行うサービス 

生活介護◎ 
常に介護を必要とするものに介護や生産、創作活動を行う日中活動

系サービス 

自立訓練  機能訓練◎ 一定期間、身体機能や生活能力の訓練を行う日中活動系サービス 

療育介護◎ 医療と常時介護を必要とする者に医療機関で行うサービス 

短期入所 ショートステイ、短期間の施設入所サービス 

就労移行支援◎ 
一定期間、就労に必要な知識や能力の訓練を行う日中活動系サー

ビス 

就労継続支援 A型・B型 就労機会の提供。A型は、雇用契約を結び一般就労をも目指す 

重度障害者等 包括支援 
療育介護及び共同生活援助を除くサービスをコーディネートする複

合サービス 

共同生活援助 グループホーム、居住系サービス 
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＜根拠法令等＞ 

○指定障害福祉サービスの事業 

「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９月２９日厚生労働省令第１７１号） 

なお、施設を有するサービスの事業については、上記基準に加えて、 

「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に基づく障害福祉サービス事業

の設備及び運営に関する基準」（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７４号） 
 

○指定障害者支援施設等 

「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」（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７２号） 

「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

の設備及び運営に関する基準」(平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７７号) 

 

○指定地域相談支援の事業 

「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地域相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年３月１３日厚生労働省令第２７号） 

 

○指定計画相談支援の事業 

「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計画相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年３月１３日厚生労働省令第２８号） 

 

２．利用者の立場に立ったサービスの提供  

 

【社会福祉法（抜粋）】 

（福祉サービスの基本的理念）  

第３条  福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用

者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 

（福祉サービスの提供の原則）  

第５条  社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービス

について、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサ

ービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供すること

ができるようにその事業の実施に努めなければならない。 

(福祉サービスの質の向上のための措置等) 

第７８条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこ

とその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質

かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。 



- 18 - 

 

障害者自立支援制度は、利用者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利

用する制度であることから、利用者は常に事業者と対等な立場にあります。社会福祉

法においても、事業者と対等な立場に立つ者としての「福祉サービスの利用者」とい

う概念を規定するとともに、同法第７８条で、事業者は「常に福祉サービスを受ける

者の立場に立つ」べきことが明確に定められています。また、利用者は社会的に弱い

立場であることをふまえ、常に相手の意思を確認し、利用者の立場に立った対応を行

うことが必要です。 

 

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９月２９日厚生労働省令第１７１号） 

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則) 

第３条 指定障害福祉サービス事業者(療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立

訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型又は共同生活

援助 

 

の事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた

計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福

祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを

提供しなければならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重

して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提

供に努めなければならない。 

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努めなければならない。 

 
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（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７２号） 

(指定障害者支援施設等の一般原則) 

第３条 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を

踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供

するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずる

ことにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなけれ

ばならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の

立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、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
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の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

「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地域相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準」（平成２４年３月１３日厚生労働省令第２７号） 

 

「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計画相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準」（平成２４年３月１３日厚生労働省令第２８号） 

 

（基本方針） 

第２条 指定地域移行支援の事業は、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、当該利用者につき、住居の確保その他の地域におけ

る生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援が、保健、医療、福

祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適

性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的

に行われるものでなければならない。 

２ 指定地域移行支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の

立場に立って行われるものでなければならない。 

３ 指定地域移行支援の事業を行う指定一般相談支援事業者（以下この章において「指

定地域移行支援事業者」という。）は、自らその提供する指定地域移行支援の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。指定相談支援の事業は、利用者が

その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

ように配慮して行われるものでなければならない。 

（基本方針） 

第２条 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」と

いう。）の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるもので

なければならない。 

２ 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるように配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサー

ビス（以下「福祉サービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

４ 指定計画相談支援の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類

又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に

行われるものでなければならない。 

５ 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を

図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなければならない。 

６ 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 
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人の生活への満足感や生活の充実度は、一人ひとりの利用者が生活してきた生活様

式や生活習慣、生活信条、価値観、家族の状態などによって異なります。このため、

サービスの提供にあたっては、身の回りの介護だけでなく、広い範囲での主体的な生

活を支援するといった観点に立ち、画一的に対応するのではなく、一人ひとりに着目

して考えるという視点が極めて大切です。 

また、利用者や家族の個別の心理状況（障害を受容しがたい心理状況）、生活や社

会的孤立などに対する不安といった心理特性に充分に配慮しなければなりません。こ

のため、従事者一人ひとりが人権について理解を深め、現代社会における人権課題に

ついての知識を習得し、感性を磨くことが必要です。指定障害福祉サービス事業者等

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努めな

ければなりません。 

障害福祉サービス等の提供において、次のことを常に自己点検し、利用者の立場に

立ったサービスの提供を実践してください。 
 

◎いかなる場合にあっても、強制的な言動、暴言、体罰、差別的な言動をしていないか。 

◎介護や運営の効率化を重視するあまり、日常生活に不必要な規制や行動制限（身体拘束など）を

強いていないか。 

◎障害があることにより、認知力、判断力が十分でないことをもって、直ちに、主体性や自己決定す

る能力がないと判断していないか。 

◎視覚障害者や聴覚障害者、言語障害のある人、外国人など、文字や話し言葉によるコミュニケー

ションが困難な人に対して、点字や手話、身振り手振り、カード、絵文字等の手段を柔軟に駆使し

て意思疎通の円滑化に努めているか。 

◎サービスの提供にあたっては、障害が重い、軽いなどの現在の障害程度だけで利用者を理解す

るのではなく、生活習慣や考え方など、一人ひとりの個性とともに理解しているか。 

◎人格を尊重し、暖かで親しみやすい雰囲気をもって、ユーモアのある会話を心がけているか。 

 

平成２４年１０月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律」が施行されました。これは虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされるこ

とを防ぐ法律です。障害者虐待に気づいた人は、障害者虐待防止の相談窓口への通報

義務があります。指定障害福祉サービス事業者は、障害者の家庭や生活に密接にかか

わることから、例えば、入浴介助等のサービス提供中に普通では考えられないあざ等

を発見するなど虐待の早期発見や予防の役割があります。従業者には、研修などを通

して、法の趣旨を充分に理解し、順守するようにしてください。 

虐待の防止については、「障害者（児）施設における虐待の防止について」（平成１

７年１０月２０日障発第１０２０００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知）に準じた取扱いをすることとし、指定障害福祉サービス事業者等は、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が必要です。 

具体的には、①虐待の防止に関する責任者の選定、②成年後見制度の利用支援、③

苦情解決体制の整備、④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
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施（研修方法や研修計画など）等を指します。 

また、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、

施設、事業者における虐待の防止と併せて、高齢者の養護者における虐待が疑われる

場合に施設、事業者が行うべき措置についても規定されています。指定障害福祉サー

ビス事業者においても、これに準じた取り扱いを行ってください。 
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 第３章 運営に関する基準 

 

１．事業の基本方針・基本取扱方針・具体的取扱方針（主要なサービスを抜粋） 

 

（１）居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 
 

第１節 基本方針 

第４条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)

の事業は、利用者が居宅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、

当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食

事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生

活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者であって常時

介護を要する障害者が居宅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、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び

食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等

に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。 

３ 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有

する障害者等が居宅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、当該

障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該

障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その

他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適正かつ効果的に行うものでなければならな

い。 

４ 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅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、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援

護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動す

る際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

(指定居宅介護の基本取扱方針) 

第２４条 指定居宅介護は、利用者が居宅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、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提

供されなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

(指定居宅介護の具体的取扱方針) 

第２５条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する居宅介護計画に基づき、利用

者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行うこと。 

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は



- 23 - 

その家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 
 

 

指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々の利用者の身

体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に提供されなければなりま

せん。 

提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の満足度等につい

て常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直しを行うなど、その改善を図らなけ

ればならなりません。 

指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提

供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行わなくてはなりません。 

 

 

（２）短期入所 
 

第１節 基本方針 

第１１４条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」とい

う。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せ

つ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 (指定短期入所の取扱方針) 

第１２１条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適

切に提供されなければならない。 

２ 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、

利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 
 

(サービスの提供) 

第１２２条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければ

ならない。 

３ 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該

指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。 

４ 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対し

て食事の提供を行わなければならない。 

５ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとと

もに、適切な時間に提供しなければならない。 
 

基準第１２１条第２項の「サービスの提供方法等」とは、指定短期入所の内容や利

用期間内の行事及び日課等も含むものです。 

  指定短期入所の提供に当たっては、利用者の家庭環境等を十分踏まえ、自立してい

る機能の維持又は向上が図られるよう、適切な技術をもって支援してください。なお、

サービスの実施に当たっては、利用者の人格に十分に配慮して実施してください。 
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  入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状況を踏まえて適切な方法により実施し

てください。なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴すること

が困難な場合は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めてください。 

  基準第１２２条第４項及び第５項に定める食事の提供は、利用者の支援に極めて重

要なものであることから、指定短期入所事業所が食事の提供を行う場合については、

提供する手段によらず、年齢や障害の特性に応じて、適切な栄養量及び内容の食事を

確保するため、栄養士等による栄養管理が行われる必要があるほか、次の点に留意し

て行ってください。 

① 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、

栄養のバランスに配慮したものであること 

② 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らか

にしておくこと。 

③ 適切な衛生管理がなされていること。 

  

食事の提供を外部の事業者へ委託することは差し支えありませんが、指定短期入所

事業者は、受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映され

るよう、定期的に調整を行わなければなりません。 

 

（３）共同生活援助  
 

第１節 基本方針 

第２０７条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業

は、利用者が地域において共同し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、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(法第５条

第１６項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下この章において同じ。)において相談そ

の他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 (指定共同生活援助の取扱方針) 

第２１０条の５ 指定共同生活援助事業者は、第二百十三条において読み替えて準用する第五十

八条に規定する共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）に基づき、利用者が地

域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置

かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫

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。 

２  指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援

助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活

援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇

に支障がないようにしなければならない。  

３  指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を

旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行

わなければならない。  

４  指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその

改善を図らなければならない。 

 

（４）障害者支援施設 
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(施設障害福祉サービスの取扱方針) 

第２２条 指定障害者支援施設等は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基

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、施設障害福祉

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。 

２ 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁

寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説

明を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 
 

 支援上必要な事項とは、施設障害福祉サービス計画の目標及び内容のほか、行事及

び日課等も含むものです。 

 第 3項の規定は、指定障害者支援施設等は、自らその提供する施設障害福祉サービ

スの質の評価を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入を図るよう努め、

常にサービスを提供する施設として質の改善を図らなければならないとされたもの

です。 
 

（５）地域相談支援 
 

 (指定地域相談支援の具体的取扱方針) 

第１９条 指定地域移行支援の方針は、第２条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に、基本相談支援に

関する業務及び次条第１項に規定する地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支

援に関する業務を担当させるものとする。 

二 指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指

定地域移行支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。 

三 指定地域移行支援事業者は、次条第１項に規定する地域移行支援計画に基づき、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、指定地域移行支援の提

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。 

四 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説

明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行う

ものとする。 

 

（地域移行支援計画の作成等） 

第２０条 指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏ま

えた指定地域移行支援に係る計画（以下この条及び第３２条第３項において「地域移行支援

計画」という。）を作成しなければならない。 

２ 指定地域移行支援従事者は、地域移行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、その心身の状況、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（以下この条及び第４２条において「アセ

スメント」という。）を行い、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 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しなければならない。

この場合において、指定地域移行支援従事者は、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。 

４ 指定地域移行支援従事者は、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
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その家族の生活に対する意向、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、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供する上での留意事

項等を記載した地域移行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

該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又は福

祉サービスとの連携も含めて地域移行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。 

５ 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議（地域移行支援計画の作成に当たり、当該利用

者に係る障害者支援施設等又は精神科病院における担当者等を招集して行う会議をいう。

第３２条第３項において同じ。）を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求

めなければならない。 

６ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、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 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計

画を利用者に交付しなければならない。 

８ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援

計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行うものとする。 

９ 第２項から第７項までの規定は、前項に規定する地域移行支援計画の変更について準用す

る。 

 

（地域における生活に移行するための活動に関する支援） 

第２１条 指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活

に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス（生活介護、自立

訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。次条において同じ。）の体験的な利用支援、

体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供するに当たっては、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の的確な把握に努めなければならない。 

２ 指定地域移行支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、おおむ

ね週に１回以上、利用者との対面により行わなければならない。  

 

第１９条の具体的取扱方針以下の規定に沿って、利用者の指定障害福祉サービスに

かかるアセスメントの実施、サービス担当者会議の開催、サービス利用計画の作成、

モニタリング等の手順に沿ったサービス提供を行ってください。また、サービス利用

計画の作成にあたっては、利用者及びその家族に対して説明し、文書による同意のう

え、計画書を交付し確認するなど、規定に沿って行う必要があります。 

なお、サービス利用計画には、障害福祉サービスに加え、保健医療サービス、その

他の福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含

めて計画上に位置付けるように努めてください。 

 

（６）計画相談支援 
 

（指定計画相談支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定計画相談支援の方針は、第２条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げ

るところによるものとする。 

一 指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務

及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

二 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを

旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように

説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行
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うものとする。 

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援（法第５１条の１７第１項第一号に規定す

る指定サービス利用支援をいう。）の方針は、第２条に規定する基本方針及び前項に規定す

る方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏ま

えて作成するよう努めなければならない。 

二 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常

生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計

画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

三 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般

を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障

害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による

自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう

努めなければならない。 

四 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等による

サービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等又は指

定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又は

その家族に対して提供しなければならない。 

五 相談支援専門員は、サービス等利用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、その心身の状況、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利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援

する上で解決すべき課題等の把握（以下この項及び第３０条第２項第二号ロにおいて「アセ

スメント」という。）を行わなければならない。 

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びそ

の家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を

利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

七 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障

害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメント

により把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合

せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生

活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サ

ービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第５条第２２項

に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を

作成しなければならない。 

八 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法

第１９条第１項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サー

ビス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者等の同意を得なければならない。 

九 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計

画案を利用者等に交付しなければならない。 

十 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計

画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の

者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議（相談支援専門員がサービス等利

用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービ

ス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うととともに、

担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。 

十一 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容に
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ついて、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければな

らない。 

十二 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計

画を利用者等及び担当者に交付しなければならない。 

３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援（法第５１条の１７第１項第二号に規

定する指定継続サービス利用支援をいう。）の方針は、第２条に規定する基本方針及び前２

項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的な評価を含む。次号及び第３０条第２項第二号ニにおいて

「モニタリング」という。）を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス

等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又

は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決

定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。 

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等

の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第５条第２２項に規定する厚生労働

省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を

記録しなければならない。 

三 前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの規定は、第一号に規定する

サービス等利用計画の変更について準用する。 

四 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合にお

いても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は

利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障害者支

援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

五 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする

利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できる

よう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うものとする。 
  

 

第１５条の具体的取扱方針以下の規定に沿って、利用者の指定障害福祉サービスに

かかるアセスメントの実施、サービス担当者会議の開催、サービス利用計画の作成、

モニタリング等の手順に沿ったサービス提供を行ってください。また、サービス利用

計画の作成にあたっては、利用者及びその家族に対して説明し、文書による同意のう

え、計画書を交付し確認するなど、規定に沿って行う必要があります。 

なお、サービス利用計画には、障害福祉サービスに加え、保健医療サービス、その

他の福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含

めて計画上に位置付けるように努めてください。 
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２．サービスの利用申込みに関する留意点（一部を除き全事業共通） 

 

（１）内容及び手続きの説明 
 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第９条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったとき

は、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第３１条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提

供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)第７７条の規定に基づき書面の

交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 
 

指定障害福祉サービス事業者等は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するた

め、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定障害福祉サー

ビス事業所、障害者支援施設等の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の

対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項に

ついて、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフ

レット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅介護の提

供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければなりません。なお、利用

者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま

しいものです。 
 

なお、重要事項説明書、契約書等については、あらかじめ、利用者の障害の特性に

応じて、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音版等を作成するなど工夫する必要があり

ます。 

これは、利用者の自己選択、自己決定を尊重したサービス利用を実現するため、書

面の交付以前に説明の段階で、障害の特性に応じた適切な対応が必要です。 
 

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用

者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

第７７条第１項の規定に基づき、 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 
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⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付してください。 

なお、利用者の承諾を得た場合には、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することがで

きます。 

 

【社会福祉法（抜粋）】 

(利用契約の申込み時の説明) 

第７６条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者

からの申込みがあった場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するため

の契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならな

い。 

 (利用契約の成立時の書面の交付) 

第７７条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働

省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げ

る事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容 

三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

２ 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定める

ところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働

省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該社会福祉事

業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。 

 

なお、重要事項説明書に記載すべき内容として次の項目があります。 

※資料 2 に｢モデル重要事項説明書(居宅介護用)｣掲載 

① 事業者、事業所の概要（名称、住所、所在地、連絡先など） 

② 運営規程の概要 

目的、方針、事業の主たる対象とする障害の種類、営業日時、利用料金、通常の事

業の実施地域、提供するサービスの内容及び提供方法など 

③ 管理者氏名及び従業者の勤務体制 

④ 提供するサービスの内容とその料金について 

⑤ その他費用（交通費など）について 

⑥ 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について 

⑦ 秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について 

⑧ 事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む） 

⑨ 緊急時の対応方法及び連絡先 

⑩ 苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情や相談の連絡先（事業者、市町

村窓口、運営適正化委員会など） 

⑪ 虐待防止について 
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⑫ 第三者評価の実施の有無 

⑬ 事業者、事業所、利用者（場合により代理人）による説明確認欄 

⑭指定居宅介護の提供開始年月日 （※社会福祉法第７７条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）提供拒否の禁止とサービス提供困難時の対応 
 

(提供拒否の禁止) 

第１１条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではな

らない。 

(サービス提供困難時の対応) 

第１３条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該

事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者

に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他

の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

 

指定障害福祉サービス事業者等は、原則として、利用申込みに対して応じなければ

なりません。特に、障害程度区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否するこ

とは禁止されています。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、次の場

合です。 

 

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合※１ 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合

であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者

に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難な場合※２ 

④ 入院治療が必要な場合 

 

※１「通常の事業の実施地域」外でのサービス提供を禁ずるものではありません。 

※２主たる対象者以外からの申込みに適切に対応できるのであれば限定的にサー

ビスを提供することも可能です。ただし、厚生労働大臣が認める資格者以外の

サービス提供は禁止です。 

 

指定障害福祉サービス事業者等は、基準第１１条の正当な理由により、利用申込者
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に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準

第１３条の規定により、適当な他の指定障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必

要な措置を速やかに講じなければなりません。 
 

（３）連絡調整に対する協力 

 

(連絡調整に対する協力) 

第１２条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支

援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなけれ

ばならない。 

  

指定障害福祉サービス事業者等は、市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相

談支援事業者が行う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等

の連絡調整等に対し、指定障害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協

力しなければなりません。 

 

（４）受給資格の確認 

 

(受給資格の確認) 

第１４条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の

提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確か

めるものとする。 
  
指定障害福祉サービス等を利用するために介護給付費等を受給できるのは、支給決

定を受けた障害者等に限られます。指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉

サービス等の提供の開始に際し、利用者の提示する「受給者証」によって、支給決定

の有無、支給決定の有効期間、支給量等並びに他の事業者等における利用契約の締結

の状況を確かめなければなりません。 

 

（５）自立支援給付費の支給の申請に係る援助 
 

第１５条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用

の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請

が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考

慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助

を行わなければならない。 

  

支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者の意向をふ

まえて、速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行ってください。 

利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引続き当該利用者が当該事業者の

サービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじ

め余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な

援助を行ってください。 
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（６）掲示 
 

第３５条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

 

指定障害福祉サービス事業者等は、指定事業所内の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません。掲示す

べき内容（項目）は、重要事項説明書と同じ項目となります。掲示が無理な場合は、

相談室などに閲覧ができるように工夫をお願いします。 

また、掲示する位置や、文字を大きくするなど利用申込者等が見やすいよう工夫し

て掲示してください。苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順については、基準第

３９条（苦情解決）においても必要な措置を講じるよう規定されています。 

なお、掲示後は、重要事項の掲示内容が運営規程及び重要事項説明書の内容と相違

がないか確認を行ってください。 
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３．サービス提供に関する留意点（主要なサービスを抜粋） 

 

（１）サービス計画の作成 
 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 

(居宅介護計画の作成) 

第２６条 サービス提供責任者(第５条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下

この節において同じ。)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等を記載した居宅介護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、前項の居宅介護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、当該居宅介護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、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施

状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 
 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護においては、利用者の「居宅介護

（重度訪問介護、行動援護）計画」はサービス提供責任者が作成します。 

本条はサービス提供責任者の中心的な業務である居宅介護計画の作成について規

定したものです。居宅介護計画等は、次の点に留意して作成してください。 

 

① サービス提供責任者は、居宅介護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 居宅介護計画書の作成に当たっては、利用者の状況を把握し、分析し、居宅介護

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。なお、居宅介護計画書

の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

③ 居宅介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならない。 

④ サービス提供責任者は、他の従業者の行うサービスが居宅介護計画に沿って実施

されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わなければ

ならない。 

 

※ 「所要時間」は、１回のサービス提供に要する全体の時間をいい、居宅介護計画書

によりサービスの具体的内容ごとの時間配分や利用者の生活パターン等を制限す

るものではありません。計画の内容に沿いながら、利用者の心身の状況等に応じた

サービス提供を行うことが大切です。実施状況をみながら、その内容が計画と大きく

異なる場合には、計画の変更を行います。 

 

②療養介護 

共同生活援助、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 
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(療養介護計画の作成等) 

第５８条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係

る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務

を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、療養介護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(以下この章において「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。 

４ 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対する意向、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、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上

での留意事項等を記載した療養介護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、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サ

ービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置

付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療

養介護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、前項に規定

する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護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、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利

用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握

(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、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養

介護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、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなけ

ればならない。 

一 定期的に利用者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更について

準用する。 

 

※各指定障害福祉サービス事業における個別支援計画見直しの時期については、 ３

４ページの図を参照してください。 

 

療養介護計画（個別支援計画）は、利用者及びその家族の生活に対する意向、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、指定障害福祉サービスの目
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標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した書面です。 

また、療養介護計画（個別支援計画）は、利用者の能力、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支援する上での適切な支援内

容の検討に基づいて立案されるものです。 

サービス管理責任者は、当該指定療養介護事業所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、療養介護計画（個別支援計画）の原案を作成

し、以下の手順により療養介護計画（個別支援計画）に基づく支援を実施します。 
 
ア  利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開

催し、療養介護計画（個別支援計画）の原案について意見を求めること。 
 
イ  当該療養介護計画（個別支援計画）の原案の内容について、利用者及びその家

族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。 
 
ウ  利用者へ当該療養介護計画（個別支援計画）を交付すること。 
 
エ  当該療養介護計画（個別支援計画）の実施状況の把握及び療養介護計画を見直

すべきかどうかについての検討を行うこと。この検討は、少なくとも６月に１回

以上行われ、必要に応じて療養介護計画の変更を行う必要があること。 

 
 
③障害者支援施設 

 (施設障害福祉サービス計画の作成等) 

第２３条 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サ

ービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス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。 

４ 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対する意向、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、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サ

ービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を

作成しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設等が提供す

る施設障害福祉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

の連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければ

ならない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対

する施設障害福祉サービス等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、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を

求めるものとする。 
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６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内

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、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設

障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サー

ビス計画の実施状況の把握(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(自立訓練(機能訓

練)、自立訓練(生活訓練)、又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも

３月に１回以上)、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障

害福祉サービス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、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなけ

ればならない。 

一 定期的に利用者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の

変更について準用する。 
 
 療養介護計画の場合と同趣旨ですが、利用者が昼間利用する事業種別により障害福

祉サービス計画の見直しの時期に相違があります。 
 
施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握及び施設障害福祉サービス計画を見

直すべきかどうかについての検討を行なってください。この検討は、昼間、生活介護

を利用するものにあっては少なくとも６月に１回以上、自立訓練（機能訓練）、自立

訓練（生活訓練）又は就労移行支援を利用するものにあっては少なくとも３月に１回

以上行い、必要に応じて施設障害福祉サービス計画の変更を行います。 
  
【個別支援計画（サービス計画）の見直し（必要に応じた計画変更）の時期】 
 

事 業 種 別 
個別支援計画の 

見直し時期 

 

○サービス管理責任者による指揮の

下、個別支援計画が作成されていな

い場合 

○基準に規定する個別支援計画の作成

に係る一連の業務が適切に行われて

いない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付費等の請求については、所定

単位に９５／１００を乗じて得た数で算定

することとなります。 

共同生活援助 

療養介護 

生活介護 

就労継続支援 A 型 

就労継続支援 B 型（施設

入所支援と併せて行わ

れる場合を除く） 

施設入所支援 

 

 

 

 

少なくとも６月に１回

以上 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援 B 型（施設

入所支援と併せて行われ

 

 

 

少なくとも３月に１回

以上 

例：個別支援計画の見直しが 

されてない場合 
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る場合）  （減算事由となります） 

 

 

 

 

④地域相談支援事業 
 

（地域移行支援計画の作成等） 

第２０条 指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情

を踏まえた指定地域移行支援に係る計画（以下この条及び第３２条第３項において「地

域移行支援計画」という。）を作成しなければならない。 

２ 指定地域移行支援従事者は、地域移行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、その心身の状況、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（以下この条及び第４２

条において「アセスメント」という。）を行い、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 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しなければなら

ない。この場合において、指定地域移行支援従事者は、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。 

４ 指定地域移行支援従事者は、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対する意向、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、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援を提供す

る上での留意事項等を記載した地域移行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、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外

の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて地域移行支援計画の原案に

位置付けるよう努めなければならない。 

５ 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議（地域移行支援計画の作成に当たり、当

該利用者に係る障害者支援施設等又は精神科病院における担当者等を招集して行う

会議をいう。第３２条第３項において同じ。）を開催し、地域移行支援計画の原案の内容

について意見を求めなければならない。 

６ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、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 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支

援計画を利用者に交付しなければならない。 

８ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移

行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行うものとす

る。 

９ 第２項から第７項までの規定は、前項に規定する地域移行支援計画の変更について準

用する。 
 

地域相談支援事業所においては、基準２０条の（地域移行支援計画の作成等）に沿

って計画作成等にかかるサービス提供を行ってください。また、基準第３８条に定め
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られた諸記録についても整備し保存してください。 

 

⑤計画相談支援事業 
 

（指定計画相談支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定計画相談支援の方針は、第２条に規定する基本方針に基づき、次の各号

に掲げるところによるものとする。 

一 指定特定相談支援事業所の管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する

業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

二 指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しや

すいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な

手法を通じて行うものとする。 

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援（法第５１条の１７第１項第一号に

規定する指定サービス利用支援をいう。）の方針は、第２条に規定する基本方針及び前

項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を

踏まえて作成するよう努めなければならない。 

二 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継

続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならな

い。 

三 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加え

て、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該

地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計

画上に位置付けるよう努めなければならない。 

四 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等に

よるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者

等又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正

に利用者又はその家族に対して提供しなければならない。 

五 相談支援専門員は、サービス等利用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、その心身の状況、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利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握（以下この項及び第 ３０条第

２項第二号ロにおいて「アセスメント」という。）を行わなければならない。 

六 相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者

及びその家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、

面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならな

い。 

七 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指

定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サ

ービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合

的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及
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びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上

での留意事項、法第５条第２２項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案

等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならない。 

八 相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等につい

て、法第１９条第１項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上

で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明

し、文書により利用者等の同意を得なければならない。 

九 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利

用計画案を利用者等に交付しなければならない。 

十 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等

利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事

業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議（相談支援専門

員がサービス等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案

に位置付けた福祉サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招

集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催等により、当該サービス等利用計画案の内

容について説明を行うととともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなけ

ればならない。 

十一 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内

容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得

なければならない。 

十二 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利

用計画を利用者等及び担当者に交付しなければならない。 

３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援（法第５１条の１７第１項第二

号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。）の方針は、第２条に規定する基本方

針及び前２項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施

状況の把握（利用者についての継続的な評価を含む。次号及び第３０条第２項第二

号ニにおいて「モニタリング」という。）を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変

更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとと

もに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合に

は、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う

ものとする。 

二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービ

ス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第５条第２２項に規定する

厚生労働省令で定める期間ご期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面

接するほか、その結果を記録しなければならない。 

三 前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの規定は、第一号に規

定するサービス等利用計画の変更について準用する。 

四 相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場

合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認め

る場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合に

は、指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

五 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しよう

とする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に
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移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行うもの

とする。 
 

 

計画相談支援事業所においては、基準１５条の（指定計画相談支援の具体的取扱方

針）に沿って計画作成等にかかるサービス提供を行ってください。また、基準第３０

条に定められた諸記録についても整備し保存してください。 

 

 

 

（２）契約支給量の報告等  

 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 
 

(契約支給量の報告等) 

第１０条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の

内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章にお

いて「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事

項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の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(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しな

ければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

  

指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る契約が成立し

た時は、利用者の受給者証（別冊）に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定障

害福祉サービスの内容、当該事業者が当該利用者に提供する月あたりの指定障害福祉

サービスの提供量（契約支給量）、契約日等の必要な事項を記載してください。受給

者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えることはできませ

ん。 

なお、当該契約に係る指定障害福祉サービスの提供が終了した場合には、その年月

日を、月途中で終了した場合には、当該月ですでに提供した指定障害福祉サービスの

量を記載してください。 

指定障害福祉サービス事業者は、規定による記載をした場合には、遅滞なく市町村

に対して、「契約内容報告書」(資料２に【参考様式】掲載あり)等により報告してく

ださい。 
 

②短期入所事業 
 

(入退所の記録の記載等) 

第１１９条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名

称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載

事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提
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供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者

等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければ

ならない。 

  

指定短期入所事業者は、支給量管理の観点から、利用者の入退所の都度、当該利用

者の受給者証に入退所年月日等の必要な事項を記載します。 

  指定短期入所事業者は、自らのサービス提供により利用者の指定短期入所に係る支

給量に達した場合は、当該利用者に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の

写しを市町村に提出しなければならないとされていますが、これは利用者の支給量管

理のために定められたものであり、国保連への介護給付費等の請求の際に市町村に提

出することで差し支えありません。 
 

③共同生活援助 
 

(入退居の記録の記載等) 

第２１０条の３ 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指

定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次項に

おいて「受給者証記載事項」という。）を、利用者の受給者証に記載しなければならない。  

２  指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町

村に対し報告しなければならない。 

 

（３）サービス提供の記録 
 

(サービスの提供の記録) 

第１９条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の

提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならな

い。 

２ 指定居宅介護事業者は、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指

定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

 

利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利用状況等を把握

できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当

該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容（例えば、身体介護と家事

援助の別等）、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ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、サービスの提供ごとに記録しなければなりません。

また、サービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続を確保する

観点から、利用者の確認を得る必要があります。 
 

（４）介護給付費等の額にかかる通知等 
 

（介護給付費の額にかかる通知等） 

第２３条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係

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。 

２ 指定居宅介護事業者は、第２１条第２項の法定代理受領を行わない指定居宅介護

に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額そ
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の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対

して交付しなければならない。 
 

市町村から介護給付費又は訓練等給付費の支払を受けたときは、本来の受領者であ

る利用者に対して、「自立支援給付受領のお知らせ」(資料２に【参考様式】掲載あり)

等により代理受領した金額等を書面により通知を行ってください。 

 

（５）介護等の総合的な提供 （居宅介護、重度訪問介護） 
 

(介護等の総合的な提供) 

第３２条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食

事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の

援助に偏ることがあってはならない。 

 基準第４条の基本方針等をふまえ、指定居宅介護の事業運営に当たっては、多種多

様な居宅介護の提供を行うべき旨を明確化されています。指定居宅介護は、生活全般

にわたる援助を行うものであることから、指定居宅介護事業者は、入浴、排せつ、食

事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を総合的に提供しなければならず、また、指

定居宅介護事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサー

ビス行為に偏ったり、家事援助のうち特定のサービス行為に偏ったり、通院等介助又

は通院等乗降介助に限定されたりしてはならないこととされています。通院等介助又

は通院等乗降介助を行う指定居宅介護事業者についても、身体介護又は家事援助を総

合的に提供しなければなりません｡ 

サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが明らかな場合に

限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との

関係等の事業運営全般から判断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれ

ば、本条に抵触することになります。この「偏ること」とは、特定のサービス行為の

みを専ら行うことはもちろん、特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位

等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、これに該当するものです。 

 

（６）心身の状況の把握 
 

(心身の状況等の把握) 

第１６条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 
  

利用者の心身の状況、その他置かれている環境等の把握の手法、整理については、

大阪府作成の（参考資料）利用者調査票若しくはこれに準じる様式を用いて行ってく

ださい(資料２に【参考様式】掲載あり)。 
 

（７）身分を証する書類の携行 
 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 
 

(身分を証する書類の携行) 

第１８条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及
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び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければな

らない。 

  

利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、

当該指定居宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初

回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導

しなければなりません。 

なお、この証書等には、｢事業所の名称｣、｢従業者の氏名｣を記載するものとし、｢当

該従業者の写真｣の貼付や、｢役職｣、｢職能（例：ホームヘルパー○級）｣、｢事業所

連絡先｣等の記載をすることが望ましいです。 
 

 

 

②障害者支援施設等 
 

(身分を証する書類の携行) 

第１６条 指定障害者支援施設等は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練(機能訓練)又

は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初

回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

 
 

（８）同居家族に対するサービス提供の禁止 （居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護）  
  

(同居家族に対するサービス提供の禁止) 

第２７条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅

介護の提供をさせてはならない。 
  

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援護に係る指定障害

福祉サービス事業者は、従業者（ヘルパー）に、当該従業者の同居の家族に対するサ

ービス提供をさせることが禁止されています。これは、家族介護と公的サービスの区

別が曖昧になるため、規定により禁止されています。別居の近しい親族等に対するも

のについては特段の規定がありませんが、当該規定の趣旨を踏まえた事業運営を行っ

てください。 
 

※ 家族介護と公的サービスの区別が曖昧な事例 

◎ 利用者が指定居宅介護等を利用するにあたって、当該利用者の別居の親族等であ

るヘルパーからしか提供を受けていない 

◎ ヘルパーが指定居宅介護等を提供するに当たって、当該ヘルパーの別居の親族等

である利用者にしか提供していない 

◎ 居宅介護計画が作成されていない、又は作成しているが当該居宅介護計画の内容

に沿ったサービス提供となっていない。 

 
（９）管理者及びサービス提供責任者の責務 （居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護）  
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（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第３０条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業

務の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護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。 

３ サービス提供責任者は、第２６条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対

する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサー

ビスの内容の管理等を行うものとする。 

 

サービス提供責任者が居宅介護業務を行う場合は、本来業務に支障がないよう留意

してください。なお、サービス提供責任者は、居宅介護計画の作成業務のほか、居宅

介護に関するサービス内容の管理について必要な業務として次の業務を行います。 
 

① 居宅介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

② 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

③ 他の障害福祉サービス事業者等と連携を図ること。 

④ 従業者等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者

の状況についての情報を伝達すること。 

⑤ 従業者等の業務の実施状況を把握すること。 

⑥ 従業者等の能力や希望を踏まえた業務管理をすること。 

⑦ 従業者等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

⑧ その他サービス内容の管理について、必要な業務を実施すること。 
 

また、より利用者に適切なサービス提供を行うために、業務を画一的にとらえるの

ではなく、居宅介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施する

よう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めてください。 

 

（１０）勤務体制の確保 
 

（勤務体制の確保） 

第３３条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できる

よう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所

の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、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。 
  

第１項に関しては、勤務体制の確保のため、勤務（予定）表は、月ごとに事業所（施

設）ごとに作成し、勤務（予定）表の作成に当たっては、管理者を含めた当該事業に

関わる従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、他の職種等との兼務関係

を明確にしたものとしてください。 

また、常に事業所（施設）の人員の基準が満たされているかどうか、従業者の日々

の勤務時間を把握してください。 
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さらに、介護給付費等の算定において人員欠如減算のある事業所については、人員

欠如減算に該当した場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じて得た数を算定する

こととなりますので、毎月の必要とする人員が適切に配置されているか把握してくだ

さい。 

なお、介護保険制度による指定訪問介護、介護予防訪問介護と自立支援制度による

居宅介護等の事業を同じ事業所で一体的な運営を行っている場合は、指定訪問介護、

介護予防訪問介護の勤務体制を含めた勤務予定（実績）表として作成されても差し支

えはありません。 
 

第２項に関しては、当該事業所の従業者を確保するために、常勤・非常勤を問わ

ず、雇用条件通知書・雇用契約書等の作成等により、従業者に労働条件（雇用期間、

就業場所、従事する業務、勤務時間等）を書面で示してください。 

より良いサービスの提供は、より良い労働条件の下でのみ確保されるとの考えから、

雇用契約等で従業者の身分保障がなされているか、あるいは、事業者（施設）の指揮

命令系統が確立していることが必要です。 
 

第３項に関しては、なるべく研修の年間計画等を策定し、従業者の資質の向上のた

め実施し、実施後は資料等も含め、今後のサービスに役立てるため、諸記録を保管し

てください。 

事業所として、取り組むべき研修の内容としては、従業者の技術向上のほかに、職

員のモラル、感染症、事故やひやり・はっと、虐待防止、苦情対応、サービス提供記

録の方法などが考えられます。 研修に参加していなかった従業者や新規従業者につ

いても保管している記録を活用し、より一層のサービスの質の向上に努めてください。 

 

（１１）衛生管理等 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 
 

(衛生管理等) 

第３４条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な

管理に努めなければならない。 
 

指定居宅介護等事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定居宅

介護等事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めなければなりません。特に、指

定居宅介護等事業者は、従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危

険から守るため、マスクの着用や手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染

を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要があります。 

従業者の健康管理については、労働安全衛生規則第４３条及び第４４条の規定を遵

守し、採用時及び年１回の健康診断の実施を徹底してください。短時間のパートタイ

ム雇用等で事業主による健康診断の実施が義務付けられていない従業者に対しては、

例えば市民健康診断等を受診した結果を確認する等、健康状態を定期的に把握するた

めに必要な措置を講じてください。 
 
◎ 従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、次の事
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項を行うなど対策を講じること。 

① 手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備

える。 

② 感染症マニュアルを整備し、従業者に周知する。 

③ 感染予防に関する研修を行う。（インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒など） 

④ 共用タオルの廃止、手洗い・うがいの励行など 

 

【 参 考 】労働安全衛生規則 （昭和４７年９月３０日労働省令第３２号）（抜粋） 

最終改正年月日：平成年９月３０日厚生労働省令第１１９号 

第一節の二 健康診断 

（雇入時の健康診断） 

第４３条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項  

目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受

けた後、３月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証

明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りで

ない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力（千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条    

第１項第三号において同じ。）の検査 

四 胸部エックス線検査 

五 血圧の測定 

六 血色素量及び赤血球数の検査（次条第一項第六号において「貧血検査」という。） 

七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミックピルビッ   

クトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検

査（次条第一項第七号において「肝機能検査」という。） 

八 低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（Ｈ

ＤＬコレステロール）及び血清トリグリセライドの量の検査（次条第一項第八号において「血

中脂質検査」という。） 

九 血糖検査 

十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査（次条第一項第十号において「尿検査」という。） 

十一 心電図検査 

（定期健康診断） 

第４４条 事業者は、常時使用する労働者（第４５条第１項に規定する労働者を除く。）    

に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなけれ

ばならない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 

五 血圧の測定 

六 貧血検査 

七 肝機能検査 

八 血中脂質検査 

九 血糖検査 

十 尿検査 
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十一 心電図検査 

２  第１項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することがで

きる。  

３  第１項の健康診断は、前条、第４５条の二又は法第６６条第二項 前段の健康診断を受

けた者（前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診断の実

施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して

行うことができる。  

４  第１項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、４５歳未満の者（３５歳及び４０歳

の者を除く。）については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又

は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。  
 



- 49 - 

②生活介護 
 

(健康管理) 

第８７条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保

持のための適切な措置を講じなければならない。 

(衛生管理等) 

第９０条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要とな

る機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

通所系、入所系の障害福祉サービス事業については、利用者の健康管理が重要とな
ります。利用者の健康管理は、保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当
な者を健康管理の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措
置を講じなければならない。 

衛生管理については、前述に記載した従業者の清潔の保持及び健康状態についての

必要な管理に加えて、次のことを行ってください。 
 

ア 感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要

に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 
   
イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策

等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知

等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 
 

ウ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。 

また、事業所・施設内での共用タオルの使用を避け、ペーパータオル等の活用

を図ってください。 

 

また、利用者の健康管理として、毎年定期に健康診断を実施するなど適切な措置を

講じてください。 

なお、指定障害者支援施設（施設入所支援）は、サービスを利用する利用者に対し

て、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければなりません。 
 

（１２）秘密保持等 
 

(秘密保持等) 

第３６条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、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。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、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すことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族

に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を

得ておかなければならない。 
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第１項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密の保持を義務付けた規定です。 

第２項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者

及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を取ることを義務付けたもので、具体的には、指定居宅介護

事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後において

もこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めておくなどの措置

を講ずべきこととする規定です。 

第３項は、従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の

指定障害福祉サービス事業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらか

じめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したもの

で、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得て

おくことで足りるものです。 

 

利用者にとって、サービスを受けるにあたっては、どうしても自身の心身の状況、

日常生活上の習慣、家庭・家族の状況といったプライバシーをさらさなければならな

い立場となります。 

このため、事業者は通常であれば知りえない個人情報を、日常業務の中に膨大な量

で蓄積することになります。 

このような個人情報を保護するため、以下の点に留意する必要があります。 

 

ア 従業者（退職後を含む）の情報漏洩に対しての措置 

イ 利用者の利便の向上のため、利用者の個人情報を提供する際にも、あらかじめ、利用

者又はその家族から同意を得ること 

ウ 従業者の秘密保持に対する意識向上を目指した研修、指導体制の確保 

エ 記録書類の適切な保管（施錠できるロッカーに保存する等） 

オ 文書管理責任者の設置 

カ 記録情報廃棄の際には、細心の注意を払うこと（十分な裁断処理を施す等）。 

キ 磁気媒体による情報の適切な保管※ 

※コンピュータを活用した業務処理が多用されるなかで、電子媒体の情報の管理が重要であり、インタ

ーネットを介した情報交換なども個人情報の流出につながることを十分に理解しておかなければなり

ません。 

  

このほか「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者

における個人情報の適切な取り扱いのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努

めてください。 

 また、事業者が管理する情報については、障害者等の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞な

く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行ってください。 
 

（１３）緊急時等の対応 
 

(緊急時等の対応) 

第２８条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を
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講じなければならない。 
  
従業者（職員）が現にサービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速

やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。 

そのために、訪問系サービス及び通所系の障害福祉サービス事業者においては、契

約を結ぶ際に、あらかじめ利用者の主治医等の情報等聴取りをしておくことが必要で

す。 

また、聴き取りをした結果、病状の急変が近い将来予測される場合には、あらかじ

め障害者等及びその家族と事業者において、緊急時の対応について、手順を決めてお

くことが重要です。 

例えば、訪問したときに返事がない場合の措置（３回ベルを鳴らしても返事がない

場合の家屋への立入手段）、障害者等が意識を失っていた場合の措置、救急車を呼ぶ

タイミング、その救急車への同乗（通常は同乗しないが、意識がない場合は、救命措

置から救急救命士への適切な助言が必要な場合がある）の判断基準等、また、短期入

所及び共同生活援助の障害福祉サービス事業者並びに指定障害者支援施設において

は、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、運営規程に定められた

緊急時の対応方法に基づき、速やかにあらかじめ当該事業者が定めた協力医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。 

 

※協力医療機関の留意点 

① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう指定事業所から近距離にある

ことが望ましいものであること。 

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要

な事項を取り決めておくこと。 

 

加えて、近年は、地震、雷、竜巻や突然の暴風雨など自然災害が多発しています。 

このような災害時や火災の発生時に、障害者は、コミュニケーション手段の確保が

困難なことなどから孤立してしまう可能性が高いと考えられます。そのため、行政の

みでの安否確認に限界があるため、利用者の安否確認について、コミュニケーション

ツールのある事業者の協力が何より不可欠です。 

 平時より、災害時の応援体制についてご配慮いただきますようお願いします。例え

ば、災害発生直後に近くに居合わせた場合の救助体制や安否確認の連絡網（体制）の

整備などをお願いします。 

 

（１４）事故発生時の対応 
 

(事故発生時の対応) 

第４０条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発

生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記

録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故



- 52 - 

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
  
利用者が安心して指定障害福祉サービスの提供を受けられるよう、指定障害福祉サ

ービス事業者等は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供により事故が発生し

た場合は、都道府県、市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必

要な措置を講じ、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。このほか、次の点

に留意してください。 

① 利用者に対する指定障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合の対応

方法については、あらかじめ指定居宅介護事業者が定めておくことが望ましい。 

② 指定障害福祉サービス事業者等は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行

うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましい。 

③ 指定障害福祉サービス事業者等は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再

発生を防ぐための対策を講じなければならない。 

なお、「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み

指針」（平成１４年３月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会）が示さ

れているので、参考にしてください。 

 

（事故発生時の対応） 

 事故が発生してしまった場合は、事故の責任がある、無いということよりも、利用者本

人や家族の気持ちを考え、誠意ある態度で対応することが必要になります。事故によっ

て大きな苦痛を被るのは、利用者であり、その家族であることを十分念頭におかなけれ

ばなりません。 

 事故対応の原則としては、以下の事項に留意してください。 

①「組織としての対応」ができているかどうか。 

 関係した従業者のみで対応するのではなく、組織として責任ある対応をする必要があ

ります。 

②事実の把握と十分な説明 

 事故の報告を受けた家族が一番初めに思うことは、「事実を知りたい」ということです。 

 事故が発生した場合には、できるだけ早いうちに関係した従業者等から事情を聞き、

迅速かつ正確に事実を把握しなければなりません。そして、調査した結果に基づき、家

族等に事故の発生状況やその後の対応について、十分に説明しなければなりません。 

③改善策の検討 

 発生した事故の要因分析を行い、具体的な再発防止を検討・実践していくことが求め

られます。当然のことながら、検討した結果について、家族等に説明をし、納得を得るこ

とが重要です。 

④事故の発生に備えて 

 事故が発生した直後の対応としては、利用者の救命や安全確保を最優先にしつつ、

医療機関との連携、家族等に対する連絡という２つの対応を的確かつ迅速に行うことが

求められます。 

 そのため、各事業所においては、事故発生直後の初期対応の手順の明確化や、必要
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（１５）苦情解決 
 

(苦情解決) 

第３９条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第１０条第１項の規定

により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該

職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の

検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第１１条第２項の規定

により都道府県知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はそ

の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

５ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第４８条第１項の規定

により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは

帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都

道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

６ 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合

には、第３項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告

しなければならない。 

７ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第

となる連絡先リストの作成等の備えが必要です。特に事故発生後は、従業者も慌てやす

く、日頃の備えが十分でないと迅速な対応ができなくなってしまいます。 

 事故が発生した場合、医療機関との連携をどう図るのか、連携体制はどのようにとる

のか等について、あらかじめ明文化しておき、全ての従業者に周知徹底してください。 

◎事故が発生した場合は、当該利用者の援護の実施者である市町村及び事業所所在

地の市町村に報告してください。 

また、利用者が複数の事業者等からサービスの提供を受けている場合には、事故の

拡大を防ぐため、速やかに事故の情報を他のサービス提供事業者等に報告してくださ

い。ただし、その場合利用者のプライバシーの保護にも留意してください。 

◎苦情や事故の再発を防止し、より良いサービスを提供していくためには、その内容や

処理経過等を明確に記録する必要があります。 
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８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 
 

第１項の「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び手順等

当該事業所における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものです。その措

置の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所

に掲示することが望ましいです。また、従業者（職員）と利用者双方の見解を公平な

立場で客観的な対応ができるよう第三者委員（※）を置くなど、利用者が安心して利

用できるような取組みが必要です。 
 

※「第三者委員」とは、苦情対応に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した

適切な対応を推進するために、事業所の責任者の責任において選任した、事業所とは外部

の立場にある者をいう。第三者委員の要件としては、（ア）苦情対応を円滑・円満に図ること

ができる者であること、（イ）世間からの信頼を有する者であること、（ウ）苦情対応を行うこと

ができる学識及び経験を有する者であること（例示： 評議員（理事は除く。）、監事又は監査

役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士など）があげられる。 

 

第２項は、苦情に対し指定障害福祉サービス事業所等が組織として迅速かつ適切に

対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録することを義務付けられたものです。

また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報で

あるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら

行わなければなりません。 
 

第３項は、住民に最も身近な行政庁である市町村が、サービスに関する苦情に対応

する必要が生ずることから、市町村が、指定障害福祉サービス事業者等に対する苦情

に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にされたものです。 
 

第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会が福祉サー

ビスに関する苦情の解決について相談等を行うこととされたことを受けて、運営適正

化委員会が行う同法第８５条に規定する調査又はあっせんにできるだけ協力するこ

ととされたものです。これらの体制については、利用申し込みの際に説明することは

もちろん、事業所にも掲示するなど、利用者へ十分に周知するようにしてください。 
 
（苦情解決への取り組み） 

苦情解決に向けては、苦情対応窓口を必ず設置し、担当者を決め、契約時に当該

窓口を利用者に周知しなければなりません。また、以下の点に留意のうえ、対応方法

をマニュアル化し従業者に周知徹底してください。 

① 苦情内容の把握 

 利用者からの申し立てに適切に対処するには、申立者の真意の把握に努めるととも

に、その苦情が何に起因するものか等、苦情内容を正確に把握する必要があります。 

② 内容に応じた苦情対応 

● 苦情が申立者の誤解によるものと認められる場合 

⇒必要な資料を提供するなど、申立者への説明を行い理解を求める 

● サービス内容に対する不満・苦情の場合 

⇒事実の確認を行うとともに、改善に向けた今後の取組み方針、具体的なスケジ
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ュール等についての説明を行う。 

● 支給決定内容に関する苦情の場合 

⇒利用者の意向を確認し、必要に応じて、支給量の変更申請等の支援を行う。 

③ 申立者への結果報告 

  対処した経過及び結果について、申立者に報告する。 
 
苦情があったときには、紛争を処理するという姿勢ではなく、受けた苦情に対して

これを改善する責務、さらに改善状況を報告する責務を負うことを認識し、誠実に対

応することが必要です。 

利用者の苦情に対し、その意図するところを単に電話だけで済まさず、内容に応じ

ては、利用者を訪問し、面接を行い、的確な状況把握を行うとともに、対応を誠意あ

るものとするため、結果報告、回答を利用者に迅速かつ丁寧に行うことが重要です。

さらに、平素からサービス提供時の問題点の克服を従業者の改善目標とし、質の管理

に対する意識を事業所全体で高める工夫をするなど問題の発生時に事業掌握を容易

にする体制づくりを進めることが求められます。 

市では、利用者保護の観点から、苦情が多発し改善が認められないなど、悪質な事

業者等に対しては、随時、指導監査を実施します。 

 また、利用者や市町村、事業者等から指定基準違反又は人権侵害の疑いがあるとの

通知や連絡を受けた場合は、関係機関と連携し、事実確認を行う場合があります。 

事実確認に応じない、又は指定基準違反等が確認され、指導を受けたにもかかわら

ず、なお改善が認められないときには、指定取消し等の行政処分を視野に入れた対応

を行います。 

 

（１６）指定障害福祉サービス事業者等との連携 
 

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 

第１７条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 
 

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 

第１５条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地

域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービ

ス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連

携に努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 
 

障害者自立支援制度では地域生活への移行を目指し、それを可能とする総合的なサ
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ービスを提供していくこととしています。そのため、効果的なサービスの提供を行う

ためには、他のサービス提供事業者との連携が不可欠であり、障害者団体やボランテ

ィア団体が提供するサービスとの関係も生じることから、地域との結び付きも重視す

る必要があります。 

とくに、支給決定障害者等が複数の同種のサービスを受けている場合など、他種の

サービスにおいてもそのサービス提供手法や頻度えお確認し、連携を取りながら、お

互いの個別支援計画を融合するなどの手法で、常により効果的で適切なサービスを模

索する姿勢が大切です。 
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４．事業所の管理･運営体制における留意点 

 

（１）会計の区分 
 

(会計の区分) 

第４１条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、

指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

 

 指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等ごとに経理を区

分するとともに、指定障害福祉サービスの事業ごとに当該事業の会計とその他の事業

の会計を区分しなければならないこととされたものです。定款上の事業表現となって

いる「障害福祉サービス事業」も会計処理上は、個々の事業、事業所単位で 会計を

区分する必要があります。人件費、共益費、光熱水費といった共通の経費であっても

一定の基準に基づいた按分等が必要です。 
 

（２）工賃の支払等 

 

(工賃の支払) 

第８５条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃

として支払わなければならない。 

(賃金及び工賃) 

第１９２条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第１９０条第１項の規定による利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう

努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援 A型事業者は、第１９０条第２項の規定による利用者(以下この条

において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る

事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を

工賃として支払わなければならない。 

３ 指定就労継続支援 A 型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日

常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工

賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一

月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。 

 (工賃の支払) 

第２０５条 基準該当就労継続支援 B 型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の

収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃と

して支払わなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を

営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

 

第８５条は、指定生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動

に係る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃と
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して支払わなければならないことを規定しています。  

 

なお、工賃の支払いを行う場合の指定障害福祉サービス事業所等における会計処理

については、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」（平成１８年１

０月２日社援発第１００２００１号厚生労働省社会援護局長通知）によってください。 

 第１９２条は、指定就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結している利用者に

ついては、契約上の賃金を支払うことを規定したものです。最低賃金適用除外許可申

請に関しては、別に通知されたところによります。 

また、雇用契約によらない利用者に対する工賃の支払については、生産活動に係る

事業の収入から、上記雇用契約を締結している者に対する賃金も含め、生産活動に必

要な経費を控除した額に相当する金額を支払うこととされています。 

 

（３）定員の遵守 
 

(定員の遵守) 

第６９条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行っては

ならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

(定員の遵守) 

第１２４条 指定短期入所事業者は、次の各号に掲げる利用者の数以上の利用者に対

して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害その他のやむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。 

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の

数 

二 第１１５条第２項の規定の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあって

は、当該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

 

(定員の遵守) 

第２１２条の３ 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員

並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

(定員の遵守) 

第４３条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの

利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならな

い。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

利用者に対するサービスの提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定

護事業所が定める利用定員を超えた利用者の受入が禁止されているが、適正なサービ

スの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を

当該指定事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場
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合に限り可能とすることとされています。 
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（４）記録の整備 
 

(記録の整備) 

第４２条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備

し、当該指定居宅介護を提供した日から５年間保存しなければならない。 
  

指定居宅介護事業者（その他の指定障害福祉サービス事業の場合も準用されていま

す。）は、少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から５年間備えておかなければ

ならないことと規定されています 

①  指定居宅介護に関する記録 

ア 基準第１９条に規定する指定居宅介護の提供に係る記録 

イ 基準第２６条に規定する居宅介護計画 

ウ 基準第３９条に規定する苦情の内容等に係る記録 

② 基準第２９条に規定する市町村への通知に係る記録 

 指定障害者支援施設と指定相談支援事業については、基準がそれぞれ独立していま

すので、備えておかなければならない「記録」が条文に明記されています。 

 

【参考】（指定障害者支援施設） 

(記録の整備) 

第８条 障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から５年間保存

しなければならない。 

一 第１８条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画 

二 第３９条第２項に規定する身体拘束等の記録 

三 第４１条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

四 第４３条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記 

  録 

 

【参考】（指定地域相談支援事業） 

（記録の整備） 

第３８条 指定地域移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、当該指定地域移行支援を提供した日から５年間保存

しなければならない。 

一 第１５条第１項に規定する提供した指定地域移行支援に係る必要な事項の提供

の記録 

二 地域移行支援計画 

三 第２５条の規定による市町村への通知に係る記録 

四 第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第３６条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記
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録(記録の整備) 

 

【参考】（指定計画相談支援事業） 

（記録の整備） 

第３０条 指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から５年間保

存しなければならない。 

一 第１５条第３項第一号に規定する福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整

に関する記録 

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳 

イ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画 

ロ アセスメントの記録 

ハ サービス担当者会議等の記録 

ニ モニタリングの結果の記録 

三 第１７条の規定による市町村への通知に係る記録 

四 第２７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第２８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記

録 
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〒５９０－００７８ 

堺市堺区南瓦町３番１号 

 堺市役所健康福祉局障害福祉部 障害施策推進課 事業者係 

電 話 ０７２－２２８－７８１８ 

F A X ０７２－２２８－８９１８ 

Email shosui@city.sakai.lg.jp 
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