
 

 

 

指定障害福祉サービス事業者等の指導・監査等について 



（４）指定障害福祉サービス事業者等の指導・監査等について 

 

○ 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。）及び児童福祉法関係 

            

１ 指導 

（１）根拠規定 障害者総合支援法第 11条第２項 

        児童福祉法第 57条の 3の 3第 2項及び第 3項 

 

（２）方  針 指定事業者等に対し、指定基準（人員、設備等）及び報酬基準等に基づ 

    き、自立支援給付対象サービス等の取扱い及び自立支援給付費等の請求

の適正化を図ることを目的に実施する。 

 

（３）形  態 ① 集団指導 

         ・ 講習等の形式で実施する。 

② 実地指導 

・ 指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者及び指定障害児

通所支援事業者 

…原則３年に１回実施する。 

・ 入所施設（指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設） 

…原則２年に１回実施する。 

 

（４）監査への変更 

    実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに

監査を行うことがある。 

   ①  著しい基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害

を及ぼすおそれがあると判断した場合 

   ②  自立支援給付費に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な

請求と認められる場合 

 

２ 監査 

（１）根拠規定 障害者総合支援法第 48条第１項 

        児童福祉法第 21条の 5の 21第 1項及び第 24条の 15第 1項 

 

（２）方  針 自立支援給付対象サービス等の内容について、勧告、命令及び指定取消

し等、行政上の措置に該当すると認められる場合、又は自立支援給付等

の費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合におい

て、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採る。 

 

（３）監査対象の選定基準 

    下記に示す情報等を踏まえて、指定基準条例等の違反の確認が必要と認められる

場合 

① 苦情・相談・通報等に基づく情報 

②  指定一般相談支援事業者等へ寄せられる苦情 



③ 自立支援給付費の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等 

 

（４）行政上の措置 

    指定基準違反等が認められた場合に、「勧告、命令、指定の取消し等」を行う。 

① 勧告、命令（障害者総合支援法第 49条、児童福祉法第 21条の 5の 22及び第 24条の 16） 

・ 指定基準違反が確認された場合、期限を定めて勧告し、正当な理由がなく勧告

に係る措置をとらなかった場合に期限を定めて措置を命令する。 

 

② 指定取消し等（障害者総合支援法第 50条、児童福祉法第 21条の 5の 23及び第 24条の 17） 

・ 期限までに命令に従わなかった場合に指定を取り消す。 



○最近の本県の指定取消事例 

 
県名 

法人

名 
サ－ビス種別 

取消年月

日 
取 消 理 由 

１ 愛媛県 ━ 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

Ｈ

23.8.31 

○ 不正請求 

・ 利用者１名に対して居宅介護サービスを提供してい

ないにもかかわらず、２名のヘルパーが居宅介護サー

ビスを提供したとして、介護給付費を不正に請求し、

受領した。 

 

２ 

 

愛媛県 ━ 
就労移行支援 

就労継続支援Ｂ型 

Ｈ

25.7.31 

○ 不正請求 

・ 事業者は、平成 20 年 6 月から平成 25 年 2 月までの

間、利用者 8名について、就労移行支援又は就労継続

支援Ｂ型の支給決定を受けた利用者を、他の事業所や

本社等に通わせてサービスを提供していなかったに

もかかわらず、提供したとして虚偽のサービス提供実

績記録票を作成し、訓練等給付費を不正に請求し、受

領した。 

 

○最近の他県の指定取消事例 

 
県名 

法人

名 
サ－ビス種別 

取消年月

日 
取 消 理 由 

１ 兵庫県 ━ 就労継続支援Ｂ型 
Ｈ

26.4.30 

○ 不正請求 

・ 当該事業所におけるサービス提供の実績がないにも

関わらず、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。 

２ 岐阜県 ━ 短期入所 
Ｈ

26.4.30 

○ 不正請求 

・ 特定施設入居者生活介護費を不正に請求した。 

・ 夜間看護体制加算を不正に加算した。 

３ 大分県 ━ 居宅介護 
Ｈ

26.6.20 

○ 不正請求 

・ 1人の居宅介護従業者が、同一時間に２人の利用者に

サービスを提供することができないにもかかわら

ず、同一時間に２人の利用者に係る介護給付費を不

正に請求した。 

・ １人の居宅介護従事者が、その利用者に対してサー

ビスを提供していないにもかかわらず、当該居宅介

護従事者が当該利用者に対してサービスを提供した

とする提供記録を作成して介護給付費を不正に請求

した。 

・ サービス提供記録がないにもかかわらず、サービス

を提供したとして介護給付費を不正に請求した。 



・ １人の居宅介護従事者が、障害福祉サービス以外の

サービスを提供したとして当該サービスに係る費用

を請求しているにもかかわらず、同一時間に別の利

用者に対しサービスを提供したとして介護給付費を

不正に請求した。 

４ 静岡県 ━ 就労継続支援Ａ型 Ｈ26.7.7 

○ 不正請求 

・ 訓練等給付費について、利用者が指定障害福祉サー

ビスを利用していない日に、当該サービスを行った

ものとして当該給付費を不正に請求し、受領した。 

・ 福祉・介護職員処遇改善加算について、賃金の改善

を実施しておらず、また、賃金の改善を実施したも

のとして実績報告書を提出し、当該加算を不正に受

領した。 

○ 人員基準違反 

・ サービス管理責任者について、Ｈ25.4.15から未配置

となり、改善するよう継続して指導してきたが、現

に配置されていない。 

○ 虚偽報告 

・ 障害者総合支援法に基づく監査において、事実と異

なる帳簿書類を提出した。 

○ 運営基準違反 

・ サービス提供記録について、サービスを提供した日

から 5 年間保存すべきところ、保存されていなかっ

た。 

・ 非常災害対策について、非常災害に関する計画を従

業者に周知し、また、定期的に避難、救出その他必

要な訓練を行うべきところ、これらが行われていな

かった。 

５ 
和歌山

県 
━ 

居宅介護 

同行援護 

Ｈ

26.9.20 

○ 不正請求 

・ 通院実績がないにもかかわらず、通院等介助及び通

院等乗降介助を行ったという虚偽のサービス提供記

録を作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。 

○ 虚偽報告 

・ 監査において、虚偽の報告を行った。 

○ 運営基準違反 

・ 管理者は、業務の管理等について必要な法令遵守を

長期間にわたり怠った結果、虚偽の記録に基づく不

正な請求が繰り返された。 



６ 兵庫県 ━ 就労継続支援Ｂ型 

指定の全

部停止

(H26.8.1

～3ヶ月) 

○ 不正申請 

・ 指定申請の際、専ら当該事業所の職務に従事する常

勤のサービス管理責任者として勤務できないにもか

かわらず、その者をサービス管理責任者として配置

すると申請し、不正の手段により指定を受けた。 

７ 東京都 ━ 就労継続支援Ｂ型 
Ｈ

26.9.30 

○ 不正請求 

・ サービス提供時間外及び休日に来所した利用者 32名

について、サービス提供時間内及び営業日に通所し

たとして出勤簿及び実績記録票を改ざんし、訓練等

給付費を不正に請求し、受領した。自主事業のフリ

ースペースに来た利用者について、Ｂ型のサービス

を提供していないにもかかわらずサービス提供した

として、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。

通所していない利用者について訓練等給付費を不正

に請求し、受領した。 

・ 利用者 2名について、それぞれ通所した日数 11日を

18 日、15 日を 21 日通所したとして出勤簿及び実績

記録票を改ざんし、訓練等給付費を不正に請求し、

受領した。 

・ 利用者 1 名について、通所した日数 16 日を 21 日通

所したとして実績記録票を作成し、訓練等給付費を

不正に請求し、受領した。 

・ 利用者 1名について、3ヶ月間通所実績がないにもか

かわらず実績記録票を作成し、訓練等給付費を不正

に請求し、受領した。 

・ 不正請求発覚後の監査中にもかかわらず、利用者 1

名について、通所した日数 8日を 18日通所したとし

て実績記録票を作成し、訓練等給付費を不正に請求

し、受領した。 

・ 不正請求発覚後の監査中にもかかわらず、「在宅支

援」の判断を区より受けていない利用者 1 名につい

て、在宅支援（施設外支援）を 17日行ったとして実

績記録票を作成し、訓練等給付費を不正に請求し、

受領した。 

８ 静岡県 ━ 
就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

Ｈ

26.9.30 

○ 人員基準違反 

・ 指定時からサービス管理責任者を配置していなかっ

た。 

・ Ａ型事業所について、職業指導員を配置していない



期間があった。 

○ 運営基準違反 

・ 個別支援計画を作成することなくサービスを提供し

た。 

・ 事実と異なる勤務表を作成しており、従業者の勤務

の体制が明確に定められていなかった。 

・ 管理者が、従業者の管理及び業務の管理等を一元的

に行っておらず、また、従業者への運営基準遵守の

ための指揮命令を行っていなかった。 

○ 不正請求 

・ サービス管理責任者の未配置に伴う減算を実施せ

ず、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。 

・ 個別支援計画未作成に伴う減算を実施せず、不正に

訓練等給付費を請求し、受領した。 

・ 短時間利用者の占める割合が高い場合の減算を実施

せず、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。 

○ 虚偽報告 

・ 監査において、虚偽の「報告書」、「勤務形態一覧表」

及び「雇用契約書」を報告した。 

○ 虚偽答弁 

・ 監査において、代表取締役及び管理者が、従業者の

勤務実態に関し、事実とは異なる答弁を行った。 

○ 不正の手段による指定 

・ 指定日前に、指定時からサービス管理責任者を配置

できないことを承知していたにもかかわらず、指定

を受けた。 

・ 勤務予定がない者を指定申請書類の勤務形態一覧表

に記載し、指定を受けた。 

９ 鳥取県 ━ 
就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

Ｈ

26.9.30 

○ 不正の手段による指定 

・ サービス管理責任者を常勤で１名配置しなければな

らないことを知りながら、実際には常勤で配置する

ことができない者をサービス管理責任者として申請

を行い、指定を受けた。 

○ 虚偽の答弁 

・ 質問に対して、虚偽の答弁を行った。 

○ 虚偽の報告 

・ 報告を命じた際に、虚偽の報告をした。 

 



実地指導における指導事例等について 

 

最近の主な実地指導結果一覧 

 指導項目 指 導 内 容 

１ 
運営規程、利用契約書、重要

事項説明書 

・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（障害者総合支援法）外関係法令名が改正（Ｈ25.4.1 施行）

されているので、関係規程の変更を行い、運営規程の変更につ

いては届け出ること。（共通） 

・利用契約書の契約期間は、受給者証の支給決定期間を考慮し、

定めること。（共通） 

・重要事項説明書に、虐待を防止するための事項及び当該事項

の責任者職氏名を記載すること。（共通） 

・袋とじとしない場合は、ページ間に事業者及び利用者の印（割

印）を押印すること。（共通） 

２ 個別支援計画 

・サービス管理責任者は、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、サービス提供担当

者等から意見を求め、その記録を整備すること。（日中活動系） 

・個別支援計画には、作成者名及び説明者職氏名を記載するこ

と。（共通） 

・サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、モニタリン

グなどにより個別支援計画の実施状況の把握を行うとともに、

少なくとも 6ケ月（就労移行支援、自立訓練においては 3ケ月）

に１回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて当該

計画の変更を行うこと。（共通） 

３ サービス提供記録 

・サービスを提供したときは、利用者の心身の状況、利用者へ

の指導、助言、相談対応等の具体的な支援内容を記録し、利用

者の確認を得ること。（共通） 

・サービス提供記録にサービス内容別の所要時間を記載し、個

別支援計画と乖離する場合は、当該計画の見直しを検討するこ

と。（訪問系） 

４ 非常災害対策 

・想定される非常災害が発生した場合における利用者の安全の

確保のための体制、避難の方法等を定めた事業所防災計画を策

定し、避難訓練等を実施すること。（入所施設、通所事業所） 

・非常災害が発生した場合に従業者及び利用者が、当面の避難

生活をすることができるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品等

を備蓄すること。備蓄は７日分が望ましい。（入所施設、通所事

業所） 

５ 虐待防止 

・虐待を防止するための研修を実施し、その記録を整備するこ

と。なお、当該研修に参加できなかった者がいる場合は、後日、

その内容を周知徹底すること。（共通） 

６ 契約支給量の報告等 

・利用契約を締結したときは、契約支給量、その他必要な事項

を受給者証の事業者記入欄に記載し、その写しを保管すること。

（共通） 

・受給者証の事業者記入欄に記載した内容を、市町に対し所定

の様式により遅滞なく報告すること。（共通） 



７ 介護給付費等の額に係る通知 

・法定代理受領により市町から介護給付費等の支給を受けた場

合は、利用者に対し書面によりその額を通知すること。（共通） 

８ 衛生管理等 

・洗面所、トイレの共用タオルは、衛生管理上適当ではないの

で、撤去し、所要の措置を講じること。（共通） 

・洗面所、トイレの固形石けんは、衛生管理上適当ではないの

で、撤去し、所要の措置を講じること。（共通） 

９ 重要事項の掲示 

・事業所の見やすい場所に、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

重要事項を掲示すること。（共通） 

10 秘密保持 

・従業者等から秘密保持に関する誓約書の徴収等を行うこと。

（共通） 

・誓約書等には退職後も秘密を漏らさない旨の記載をすること。

（共通） 

・他の事業者等に対して利用者又は家族の情報を提供する際、

あらかじめ文書により当該利用者及び家族代表者の同意を得る

こと。（共通） 

・個人情報を使用する期間を定めないことを検討すること。（共

通） 

・利用者の氏名を背表紙に記載したファイルを、第三者から見

える状態で保管しているので、個人情報保護のため対策を講じ

ること。（共通） 

11 事故発生時の対応 

・利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合、県

市町及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うこと。県に対

しては所定の様式により事故報告すること。（共通） 

12 工賃の支払等 

・工賃規程を整備し、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

して支払うこと。（日中活動系） 

13 欠席時対応加算 

・急病等により利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中

止の連絡があった場合、利用者の状況を確認し、引き続き利用

を促すなどの相談援助を行うとともに相談援助の内容を記録す

ること。（日中活動系） 

・相談援助を実施した記録がない場合、欠席時対応加算は算定

できないので留意すること。（日中活動系） 

14 変更届 

・事業所の名称、所在地、運営規程及び介護給付費等の請求に

関する事項その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場

合には、10 日以内に所定の様式により変更内容を届け出ること。

（共通） 

 



更新日：2014 年 10 月 1 日 

指定障害福祉サービス事業者等の方へのお知らせ 

★照会中一覧 

1.就労移行等実態調査の実施について（就労移行支援、就労継続支援 A 型・B 型事

業所の皆様へ）NEW 

→就労移行実態調査の実施について（平成 26 年 9 月 17 日付け 26 障第 698 号）（PDF：74KB） 

平成 25 年度 就労移行等実態調査票（エクセル：136KB） 

  平成 26 年度 就労移行等実態調査票（エクセル：136KB） 

  就労移行等実態調査 補足調査票（エクセル：16KB） 

  調査票記入要領（ワード：65KB） 

2.平成 26 年度指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導の実施について 

→指定障害福祉サービス事業所等設置法人宛通知（平成 26 年 8 月 4 日付け 26 障第 531 号）

（PDF：124KB） 

会場案内図（PDF：694KB） 

出席者名簿様式（ワード：44KB） 

3.指定就労移行支援事業に係る就職状況の報告について（指定就労移行支援事業

所関係） 

→指定就労移行支援事業所設置法人代表者宛通知（平成 26 年 7 月 8 日付け 26 障第 448 号）

（PDF：74KB） 

就職状況報告書（様式）（エクセル：39KB） 

★お知らせ一覧 

1. 指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定について 

2. ケアホーム・グループホーム設置事業者のみなさまへのお知らせ（26 年 4 月 1 日施行関

係）  

3. 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等指定（更新）申請等について 

http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260917tyousa.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/25syurou-tyousa.xls
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/26syuuroutyousa.xls
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/hosokutyousa.xlsx
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/26kisaiyouryou.doc
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260804syudanshidou.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260804syudanshidou.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/map.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/26syussekiyoushiki.doc
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260708syuusyokujyoukyou.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260708syuusyokujyoukyou.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/26syuusyokujyoukyou-houkokuyoushiki.xls
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/jyourei/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/jigyousyo/jigyousyo.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/sya_youshiki/index.html


4. 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定（更新）申請等について 

5. 業務管理体制整備に係る届出及び確認検査調書様式について 

6. 指定障害福祉サービス事業者等自己点検表 

7. 指定障害福祉サービス事業者等実地指導に係る事前調書様式 

8. 厚生労働省からの通知等について（随時更新中）※障害者自立支援給付支払等システ

ム関係も含む  

9. 障害福祉サービスに係るQ＆Aについて（随時更新中）  

10. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の適切な実施等について（PDF：88KB） 

11. 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算について 

⇒福祉・介護職員の処遇改善（特別）加算に係る届出及び実績報告について（PDF：

18KB） 

（PDF：109KB）（福祉・介護職員処遇改善（特別）加算を算定されている事業所等の方へ

のお知らせ）  

12. 福祉・介護人材処遇改善事業について（23 年度末まで分） 

⇒【重要】福祉・介護人材処遇改善助成金の交付を受けているサービス提供期間中の報

酬・加算等に係る過誤調整及び月遅れ請求について（PDF：23KB） 

（助成金を交付されている事業所等の方へのお知らせ）  

13. 指定障害福祉サービス事業者等集団指導資料について 

14. 事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例（ワード：41KB） 

15. 障害福祉に関する各種研修情報 

16. えひめ食の安全・安心情報（食中毒注意報等の発令について） 

事業所・施設等において食中毒が発生すると、集団感染に繋がりますので、日頃からの

情報収集についてよろしくお願いします。  

17. 障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果について（外部サイトへリンク） 

お問い合わせ 

保健福祉部障害福祉課 

〒790-8570 松山市一番町 4-4-2  

電話番号：089-912-2420 

ファックス番号：089-931-8187 

http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/ji_syoushiki/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/shien-gyoumukanritaisei.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/zikotenken/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/syougai/jizencyosyo/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/tsuchi/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/qa/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/2603taiseitodoke.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/syogukaizen/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260206kasan.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260206kasan.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/260206kasan.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/jyoseikin/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/250122jyoseikinseisan.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/250122jyoseikinseisan.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/syudanshidou/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/jikohoukoku.doc
http://www.pref.ehime.jp/h20700/syouhukukensyu.html
http://www.pref.ehime.jp/h25300/4793/shokuchuudoku/chuuihou.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h25.html


役職

　①　２０未満　　　　　　

　②　２０以上１００未満

　③　１００以上　　　　　　

※障害者総合支援法第51条の２に届出義務が定められている事業所数のみ計上すること。

　

役職

１．法人の状況について 【愛媛県内に設置している事業所数】

（内訳）

１－１．県外で指定を受けている事業所の有無 ①　ある
②　ない ※①の場合は届出区分の変更が必要

愛媛県 障害者総合支援法 第51条の２関係

業務管理体制確認検査調書　（抜粋）

事業者（法人）番号

法　　　人　　　名

法　人　所　在　地

連絡先
電話番号

e-mail

記入者名

指定を受けている事業所数

法令遵守責任者

氏　名

届出（変更）年月日

居宅介護 自立訓練（機能訓練）

重度訪問介護 自立訓練（生活訓練）

同行援護 就労移行支援

行動援護 就労継続支援A型

療養介護 就労継続支援B型

生活介護 共同生活援助（グループホーム）

短期入所 障害者支援施設

重度障害者等包括支援

事業所等の名称 所　在　地 サービス種別（※）

※サービス種別には、居宅介護等のサービスの名称を記入すること。（事業所数が多い場合は
別紙を添付すること。）

障害者総合支援法：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（平成17
年法律第123号）

　



２．法令遵守責任者について

①定められている
②定められていない

規程

業務
内容

①全役職員に周知
②一部の役職員に周知
③周知していない

①設けられている
②設けられていない
①法令遵守責任者
②法令遵守責任者以外の法人役員
③上記以外の法人本部職員
④各事業所の管理者
⑤その他

（「⑤その他」と回答した場合）
　どの役職員か具体的に記載のこと

※（上記３で「①設けられている」と回答した場合のみ回答）
①全役職員に周知
②一部の役職員に周知
③周知していない

①定期的に実施
②必要に応じて実施
③実施する体制にない

１

　法令遵守責任者としての具体的な業務が定め
られていますか。 　
（①と回答した場合）：　法人内の規程及び具体的な業務内容を記載してください。

２

　法令遵守責任者の名前及びその役割につい
て法人内部に周知していますか。 　

（①と回答した場合）：周知方法を具体的に記入してください。
（②と回答した場合）：周知した役職員の範囲と周知方法を具体的に記入してください。

３

　法人において法令遵守に係る内部通報窓口
は設けられていますか。 　
（①と回答した場合）
　窓口となっている役職員は誰ですか。
　（複数回答可）

　

３－１

　内部通報窓口について法人内部に周知してい
ますか。 　

（①と回答した場合）：周知方法を具体的に記入してください。
（②と回答した場合）：周知した役職員の範囲と周知方法を具体的に記入してください。

４

  法令遵守責任者と各事業所職員（管理者含
む）との間で法令順守に係る情報交換を行って
いますか。

　

（①と回答した場合）：情報交換の方法と頻度を具体的に記入してください。
（②と回答した場合）：情報交換の方法とこれまでの実施状況を具体的に記入してください。



居宅介護 （自己点検表　抜粋）

主　眼　事　項 着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 条例・規則 根拠法 関係書類

法第43条

（１）指定居宅介護事業者は、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居宅介護の提供に努めているか。

適・否
条例第4条第2項 平18厚令171第3条第2

項
（２）指定居宅介護事業者は、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ているか。

適・否
条例第4条第3項 平18厚令171第3条第3

項
（３）指定居宅介護の事業は、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となって
いるか。

適・否

条例第5条第1項 平18厚令171第4条第1
項

第２　人員に関する基
準

法第43条第1項

１　従業者の員数 　指定居宅介護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以上となっているか。
適・否

条例第6条第1項 平18厚令171第5条第1
項

２　サービス提供責任
者

　指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応
じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。
  ただし、当該者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる（詳細は解釈通知によ
る）。

適・否

条例第6条第2項 平18厚令171第5条第2
項

３　管理者 　指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
（ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同
一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。）

適・否

条例第7条 平18厚令171第6条

第３　設備に関する基
準

法第43条第2項

設備及び備品等 　事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか 指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品
等が備えられているか。 適・否

条例第9条第1項 平18厚令171第8条第1
項

第４　運営に関する基
準

法第43条第2項

（１）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、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ているか。

適・否

条例第10条第1項 平18厚令171第9条第1
項

（２）指定居宅介護事業者は、社会福祉法第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ているか。 適・否

条例第10条第2項 平18厚令171第9条第2
項

（１）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、契約支給量、その他の必
要な事項（受給者証記載事項）を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 適・否

条例第11条第1項 平18厚令171第10条第
1項

（２）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いないか。
適・否

条例第11条第2項 平18厚令171第10条第
2項

（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
市町村に対し遅滞なく報告しているか。 適・否

条例第11条第3項 平18厚令171第10条第
3項

（４）指定居宅介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、（１）から（３）に準じて取り扱っている
か。 適・否

条例第11条第4項 平18厚令171第10条第
4項

３　提供拒否の禁止 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いないか。
適・否

条例第12条 平18厚令171第11条

４　連絡調整に対する
協力

　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
限り協力しているか。 適・否

条例第13条 平18厚令171第12条

５　サービス提供困難
時の対応

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の実施地域等を勘案し、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
やかに講じているか。

適・否

条例第14条 平18厚令171第13条

第１　基本方針

１　内容及び手続きの
説明及び同意

２　契約支給量の報告等



主　眼　事　項 着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 条例・規則 根拠法 関係書類

６　受給資格の確認 　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、支給量等を確かめているか。 適・否

条例第15条 平18厚令171第14条

（１）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っているか。 適・否

条例第16条第1項 平18厚令171第15条第
1項

（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、必要な援助を行っているか。 適・否

条例第16条第2項 平18厚令171第15条第
2項

８　心身の状況等の把
握

　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ているか。 適・否

条例第17条 平18厚令171第16条

（１）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つ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
接な連携に努めているか。

適・否

条例第18条第1項 平18厚令171第17条第
1項

（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ているか。 適・否

条例第18条第2項 平18厚令171第17条第
2項

10　身分を証する書類
の携行

　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ているか。 適・否

条例第19条 平18厚令171第18条

（１）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ているか。 適・否

条例第20条第1項 平18厚令171第19条第
1項

（２）指定居宅介護事業者は、（１）の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定居宅介護を提供したこ
とについて確認を受けているか。 適・否

条例第20条第2項 平18厚令171第19条第
2項

（１）指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるの
は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適
当であるものに限られているか。

適・否

条例第21条第1項 平18厚令171第20条第
1項

（２）（１）の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を
求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ている
か。
 （ただし、13の（１）から（３）までに掲げる支払については、この限りではない。）

適・否

条例第21条第2項 平18厚令171第20条第
2項

13　利用者負担額等の
受領

（１）指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者
負担額の支払を受けているか。 適・否

条例第22条第1項 平18厚令171第21条第
1項

（２）指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指
定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 適・否

条例第22条第2項 平18厚令171第21条第
2項

（３）指定居宅介護事業者は、（１）及び（２)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事
業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それ
に要した交通費の額の支払いを受けているか。

適・否
条例第22条第3項
規則第3条

平18厚令171第21条第
3項

（４）指定居宅介護事業者は、（１）から（３）までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収
証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 適・否

条例第22条第4項 平18厚令171第21条第
4項

（５）指定居宅介護事業者は、（３）の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に
対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 適・否

条例第22条第5項 平18厚令171第21条第
5項

14　利用者負担額に係
る管理

　指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護
事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障
害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等
につき法第29条第3項（法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給
付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（利用者負担額合計額）を算定しているか。
　この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定
障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

適・否

条例第23条 平18厚令171第22条

15　介護給付費の額に
係る通知等

（１）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ているか。 適・否

条例第24条第1項 平18厚令171第23条第
1項

12　指定居宅介護事業
者が支給決定障害者に
求めることのできる金
銭の支払の範囲等

７　介護給付費の支給
の申請に係る援助

11　サービスの提供の
記録

９　指定障害福祉サー
ビス事業者等との連携
等
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