
沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課 

平成３０年度 障害福祉サービス事業等
集団指導資料（児・者共通） 
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障害福祉サービス等情報公表制度に
ついて 
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○障害福祉サービス等の事業者（法人）は、運営する事業所の障害福祉サービス等情報を都
道府県に報告する義務があります。しかし沖縄県においては、公表率が53％となっており、低
い水準。 
 
○沖縄県においては、平成31年度の公表率を引き上げていきたい。 
 

 
 

今後の課題 
 

 
 

 
障害福祉サービス等情報の報告は事業者（法人）の義務です。情報公表制度により
利用者がニーズに応じた質の高いサービスを選択できる様、ご協力をお願いします。 
 

平成31年度の手続について 
 

沖縄県における障害福祉サービス等情報公表制度の実施状況と今後の課題 

現状 
 
○公開済み事業所数／総事業所数     
      1391事業所／2528事業所 公表率53％（H31.3.19時点） 
       未申請→1391事業所 
 
   
 

○平成31年度の手続については、県障害福祉課ホームページに平成31年4月中に掲載予定。 
※事業者（法人）は、運営する事業所の障害福祉サービス等情報について、毎年度、県へ報告
する必要があります。 
 ※詳細については、沖縄県障害福祉課ホームページをご確認下さい。インターネット検索エン
ジン（Ｙａｈｏｏ・Ｇｏｏｇｌｅ等）で「沖縄県障害福祉課情報公表」と検索すると、アクセスできます。 
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自己評価結果等未公表減算について 
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 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスに
おいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内
容を公表することが義務付けられています。 
また、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表方法
及び公表内容について県に届出がない場合、平成31年4月以降、減算が適用されることとなります。 
つきましては、下記により届出をお願いします。 

なお、障害福祉サービス等情報公表制度において障害福祉サービス等情報を公表している事業者についても、自己評価結果
の公表方法及び公表内容の届出は必要ですのでご留意下さい。 
 

                                  記 
 

１．届出が必要なサービス  児童発達支援及び放課後等デイサービス   
  
２．届出期限  平成31年３月18日(月)  
※既に提出期限を過ぎていますが、未提出の事業者におかれましては、速やかに提出して下さい。 
  
３．届出書類    
（１）児童発達支援及び放課後等デイサービス共通 
自己評価結果届出書 
 （２）児童発達支援 
児童発達支援事業所における自己評価結果（公表） 
保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果（公表） 
 （３）放課後等デイサービス 
放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表） 
保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表） 
 ※（２）及び（３）については、サービスごとに提出して下さい。 
 

※詳細については、沖縄県障害福祉課ホームページをご確認下さい。インターネット検索エンジン（Ｙａｈｏｏ・Ｇｏｏｇｌｅ等）で「沖縄県
障害福祉課自己評価結果」と検索すると、アクセスできます。 
 
 

 

児童発達支援及び放課後等デイサービス事業者における自己評価結果等の公表及
び県への届出について 
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放課後等デイサービスにおける人員
配置の注意点 
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放課後等デイサービスにおける人員配置の注意点 

 放課後等デイサービスでは、平成30年度より人員配置基準の見直しが実施されており、障害児の合
計数に応じて児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者（半数以上は児童指導員又は保育士）
を配置する必要があります。 

 次の例は、人員配置基準を誤って認識していた事業所の例です。 

 

例） 

 定員10名以下の放課後等デイサービス事業所で3名の直接支援職員（常勤の児童指導員2名、その
他従業者1名）を配置。事業所では、この3名のうち、毎日2名が勤務するようにシフトを組んでいる。 

 

 上記の例では、児童指導員2名が配置されているため、必要な人員を満たしているように見えますが、
ある月の勤務形態一覧表を確認すると児童指導員1名、その他従業者1名、計2名の直接支援職員で
シフトを組んでいる日が複数日確認されました。これでは人員配置基準を満たしている事にはなりま
せん。 

 

 ※サービス提供時間中は、障害児の合計数に応じて児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験
者（半数以上は児童指導員又は保育士）を配置する必要があります。上記の例では、サービス提供時
間中、2名の児童指導員の配置が必要となります。 

 

 少ない人員でサービスを実施している事業所で、よく確認される事例です。人員配置基準を下回るこ
とがないよう、余裕のある人員配置を心がけて下さい。 
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サービス管理責任者及び児童発達支
援管理責任者の配置に係る猶予措置
の終了について 
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     抜粋 

事  務  連  絡  
平成31年１月18日 

都道府県 
各指定都市障害保健福祉主管課御中 
中核市  
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
障害福祉課 地域生活支援推進室  

 
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の終了に当たっての留意事項について 

 
 平素より、障害保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 障害者総合支援法に基づく療養介護等を提供するに当たっては、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管
理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成18年厚生労働省告示第544号）」に基づき、実務経験を満たし、
提供するサービスに応じた分野のサービス管理責任者等研修（以下「研修」という。）を受講した者をサービス管理
責任者として配置することとされております（児童発達支援管理責任者については、「障害児通所支援又は障害児入
所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの（平成24年厚生労働省告示第230号）」に要件を規定）。 
 指定障害福祉サービス事業所又は指定障害福祉サービス事業所等において提供される障害福祉サービス又は施設障
害福祉サービス（障害児入所施設等で提供される障害児通所支援又は障害児入所支援）の管理を行う者として配置さ
れる者であって、実務経験者であるものについては、当該指定障害福祉サービス事業所において行う事業の開始の日
又は指定障害者支援施設等の開設の日（当該障害児通所支援事業所において行う事業の開始の日又は障害児入所施設
等の開設の日）から起算して1年間は、研修を修了しているものとみなす規定（別紙１参照。以下「猶予措置」とい
う。）を設けております。 
 この猶予措置においては、平成30年４月1日以降に事業を開始している場合、認められている特例が今年度末（平成
31年3月31日）をもって終了とされているため、猶予措置終了後は実務経験者であっても研修を修了していない場合は、
来年度以降、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者についての人員配置が基準上満たせていないこととな
ります。 
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人員配置基準の見直しについて 
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抜粋 

13 



放課後等デイサービスの報酬区分に
ついて 
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年度当初の届出等について 
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 就労系サービス及び障害児サービスについては、前年度の実績に応じて翌年度の基本報酬が
設定されることから、４月に基本報酬に係る届出を行う必要があります。 
 
 ○就労系サービス：就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型（※） 
             提出期限：平成31年４月15日（月）必着 
 
 ○障害児サービス：児童発達支援、放課後等デイサービス 
             提出期限：平成31年４月26日（金）必着 
 
  基本報酬の算定区分の変更の有無に関わらず、上記のサービス事業者は全て、 提出が必要
です。 
 
※就労定着支援は、「新規に指定を受けた日から１年間は、（中略）推定値による」こととされているため、 
 平成31年度は基本報酬の届出不要です。（来年度以降、指定後１年を経過した事業所は、提出が必要。） 

 
 ○様式掲載場所 
  沖縄県障害福祉課webサイト→事業者等専用ポータル 
 →ポータルメニュー「１ 事業者情報」 運営事業者向けのお知らせ 
 →全事業者向け 
 →年度当初の届出等について 
 

基本報酬の届出について 
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（１） 対象となる加算 
  【前年度の平均利用者数が関係する加算】 
 ①夜勤職員配置体制加算及び夜間看護体制加算、重度障害者支援加算Ⅰ 
  （施設入所支援） 
 ②人員配置体制加算（療養介護、生活介護） 

 ③視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（施設入所支援、生活介護、自立訓練・宿泊型自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、共同生活援助） 

 ④通勤者生活支援加算、夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ（宿泊型自立訓練、共同生活 
   援助） 
 ⑤地域移行支援体制強化加算（宿泊型自立訓練） 
 ⑥看護職員配置加算（共同生活援助） 
 ⑦重度者支援体制加算（就労継続支援Ａ型・Ｂ型） 
 ⑧賃金向上達成指導員配置加算（就労継続支援Ａ型） 
 ⑨目標工賃達成指導員配置加算（就労継続支援Ｂ型） 
 ⑩特定事業所加算（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護） 
 
  【その他前年度実績（就労移行実績等）が関係する加算】 
 ⑪移行準備体制加算Ⅰ（就労移行支援） 
 ⑫就労移行支援体制加算（生活介護、自立訓練、就労継続支援Ａ型、Ｂ型） 
 ⑬就労定着実績体制加算（就労定着支援） 

前年度実績に基づいて算定する加算に係る届出について（１／３） 
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（２） 届出の取扱 
 ① 新たに（１）の加算を算定する場合は、「新規」の届出を行ってください。 
 

 ② 現在（１）の加算を算定している事業所・施設が、４月以降引き続き同じ内容の加算を算定
する場合、事業者による自主点検を重視する観点から、届出は不要とします。その場合も、
自主点検表を作成の上、自主点検の際に作成した書類（下記（３）の④の書類）については、
必ず保存をしておいてください。 

 

 ③ 前年度の実績により、加算区分が変更となる場合（人員配置体制加算）や算定単位数が変
更となる場合（夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ。共同生活援助の場合は共同生活住居ごとに確
認）は、「変更」の届出を行ってください。 

 

 ④ 前年度の実績により、加算を算定できなくなったときは、速やかに変更届出書（下記（３）の
①、②及び③の書類）により届け出てください。 

 
 
 
 
 
 
 

前年度実績に基づいて算定する加算に係る届出について（２／３） 
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（３） 提出書類 
 ① 変更届出書（様式第２号） 
 ② 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に係る届出書（様式第５号） 
 ③ 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等状況一覧表 
 ④ 各加算に係る届出書（兼自主点検表）及びその添付書類 
 
（４） 提出期限 
  平成31年４月15日（月）必着 
 ※期限までに提出がない場合、４月１日に遡っての算定（単位数の増）はできません。 
 
（５） 参考・様式掲載場所 
  沖縄県障害福祉課webサイト→事業者等専用ポータル 
 →ポータルメニュー「１ 事業者情報」 運営事業者向けのお知らせ 
 →全事業者向け 
 →年度当初の届出等について 
 
 
 
 
 

前年度実績に基づいて算定する加算に係る届出について（３／３） 
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（１） 対象となるサービス（日中活動系サービス） 
 療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練） 
 就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 
 
（２） 平成31年度からの取扱い 

 事業所定員及び人員配置等状況確認については、定員超過状況表（生活介護の場合、平均利
用者数・人員計算表）を作成し、定員超過や人員要件を満たしているかの自主点検を行う。 
 ① 定員超過がなく、人員要件も満たしている場合 
  →県への届出は不要。作成した定員超過状況表は保存しておいてください。 
 ② 定員超過している、又は人員要件を満たしていない場合 
  →各要件を満たすことができるよう、見直し整理を行ってください。 
 
（３） 参考・様式掲載場所 
  沖縄県障害福祉課webサイト→事業者等専用ポータル 
 →ポータルメニュー「１ 事業者情報」 運営事業者向けのお知らせ 
 →全事業者向け 
 →年度当初の届出等について 
 
 
 

事業所定員及び人員配置等状況確認について 
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障害者総合支援法について 
（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） 
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○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 
 
（市町村の支弁） 
第九十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費（以下「障害福祉サービス費等」
という。）の支給に要する費用 

 
（都道府県の負担及び補助） 

第九十四条 都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用につい
て、次に掲げるものを負担する。 

一 第九十二条第一号、第二号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当
該市町村における障害福祉サービス費等及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障
害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して政令で
定めるところにより算定した額（以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。）の百分の二十五 

 
（国の負担及び補助） 
第九十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。 

一 第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五
十 

 
 
 
 
 

給付費等の構成について 
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○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 
 
（不正利得の徴収） 

第八条 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、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項
に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事
業者又は第五十四条第二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、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付
費、計画相談支援給付費、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。 

 
（報告等） 

第九条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者
等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者
に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができ
る。 

２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係
人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
 
 

給付費等の返還及び加算金について 
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○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 
 
（指定の取消し等） 

第五十条 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
事業者に係る第二十九条第一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、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三
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、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。 

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、第四十三条第一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、第四十三条第二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、第四十八条第一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、第四十八条第一項の規
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二十九条第一項の指定を受けたとき。 
 

指定の取消しについて 
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業務管理体制について 
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○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 
 
（業務管理体制の整備等） 

第五十一条の二 指定事業者等は、第四十二条第三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 次号及び第三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 
 
（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） 

第四十二条 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、障害者等の意思決定の支援
に配慮するとともに、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、常に障害者等の立場に立って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、
障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。 

３ 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。 

 

※不正を犯した事業所が他事業所又は関連子会社等に事業譲渡し、行政処分等を逃れたりすることがないよ
うにするため、法人単位で「法令順守責任者」を選定し、関係法令を順守するための全ての責任を負う担当
者を配置していただく必要があります（通常は法人代表者である理事長など）。 

 

業務管理体制とは 
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必要な手続き・・・当課ＨＰに下記の様式が掲載されているので、“法人単位で１名の「法令順守責任者」を選
定”して県に届け出てください。事業所を追加・廃止した場合や代表者等に変更があった際は、その都度届出し
ていただく必要があります（事業者番号は届出後にシステム上で割り振られるため空欄で可）。平成31年度か
らは実地指導の際に法令順守責任者等についても確認します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務管理体制の届出 
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実地指導について 
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１．厚生労働省の基準 
 「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」において、各都道府県は入所施設については概ね
２年に１度、通所施設については概ね３年に１度実施することを目安としている。 
 
２．実地指導の根拠 
 「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」の第11条第２項及び第48条第１項。 
 
○法律条文抜粋 
（厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等） 
第十一条 （略） 
２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対
象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関
し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは
提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。 

 
（報告等） 
第四十八条 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。 

実地指導の内容及び根拠① 
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３．事業所の方で準備いただく書類 

 準備いただく書類については通知文に記載しますが、事前に提出いただく「事前調書」及びその添付書類と
当日現場にご準備いただく書類があります。基本的には事業所の概要や利用状況等を記載した事前調書を実
施前に提出いただき、給与や個人情報、支援記録等プライバシーに関わる書類や量が多い書類については、
当日、現場にご準備いただくことになります。 
 ※ 職員の給与や給付費の支払関係の書類について、「本部にあるので事業所にない」ということが見受けられますが、当日は

必ず現場で書類が確認できるように準備してください。 
 ※ 給与を手渡ししている法人については、通帳や給与台帳等で照合を行います。必要な場合は源泉徴収や職員の所得 証明

等の提示を求めることもありますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
４．事業所の方で対応いただく職員 

 事業所側の職員として、事業所運営について説明ができる方（管理者又はサービス管理責任者等）と報酬に
関する説明ができる方（請求事務担当がいらっしゃる事業所は担当職員）の少なくとも２名以上で対応をお願い
します。請求担当が法人本部にいらっしゃる場合などについても、報酬について説明ができるように準備してく
ださい。実地指導は面談形式で行いますので、実施中は常時対面で対応をお願いいたします。 
 
５．実地指導で確認するポイント 
 ・人員配置基準を満たしているか、職員の勤務実態があるか（タイムカード及び給与等支払い状況など） 
 ・正しく請求がされているか、加算の要件を理解した上で、要件を全て満たしているか。 
 ・請求の根拠となる記録（利用日や利用時間、送迎、食事等の有無など）が整備されているか。 

 ・サービス提供についてただの預かりになっていないか。個別支援計画に基づいた適切な訓練や療育を行っ
ているか。 
 ・利用者個々の支援記録や苦情、事故、身体拘束、研修、避難訓練等、必要な記録が全て揃っているか。 
 ・届出の内容通りの運営となっているか。違う場所や人員、内容のサービスを行っていないか。 

実地指導の内容及び根拠② 
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○人員に関すること 
• 常勤の人数等に変更があり、頭数は足りているが時間数が人員配置基準を満たしていない。 
• 児童発達管理責任者又はサービス管理責任者が必要な研修（相談支援研修）を受けていない。 
• 人員配置や加算に必要な資格証の写しなどが確認できない。 
• 児童発達管理責任者又はサービス管理責任者が常勤及び専従ではない。 
• 違う事業所の職員が利用者を合同で支援し、適切に人員配置を分けていない。 
• タイムカードや給与の支払いが確認できず、職員が配置されているかが確認できない。 
• 夜勤等の人員配置や加配加算を満たしているか確認できるシフト表になっていない（入所施設など）。 
 ※ 労基法に違反している場合は労基署に通報することがあります。 
 ※ 職員の給与に関しては手渡しであってもその実績が確認できるように通帳や源泉徴収などを準備。 

 
○個別支援計画に関すること 
• アセスメントの際に利用者に面談していない。 
• 個別支援計画を作成するための職員会議を行っていない（記録がない）。 
• 個別支援計画を利用者に説明していない、同意をもらっていない。 
• 半年に１回以上（就労移行は３ヶ月）、モニタリングを行っていない。 
• 個別支援計画の中身がない又は画一的である。 
• 個別支援計画の内容に変化がない。又は未達成の目標が続いているのに支援方法に変化がない。 
• 上記の作業のうち、一部を児発管又はサビ管ではない他職員に任せている。 
• 個別支援計画の内容を支援員等が把握していない。 
• 個別支援計画に記載のない支援を行っている（特に施設外就労など）。 
 ※ 障害福祉サービス事業は、ただの預かり・居場所ではないことを十分認識の上、必要な介助・訓練・療      

育を行うよう、個別支援計画に位置付け、適切な日課やプログラムをもってサービスを提供すること。 
 

実地指導でよくある指摘① 
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○報酬に関すること 
• 児童発達管理責任者とサービス管理責任者が兼務しているが、各定員規模での報酬単価で算定。 
  （者20名、児10名の計30名なのにそれぞれ20名と10名の報酬で算定しているなど） 
• 加算の要件がいくつかあるが、満たしていない要件がある。 
  （特定事業所加算など要件が複数あるもの） 
• 職員の入れ替わりがあり加算の区分が変わっている又は要件を満たしていないが、そのまま算定。 
  （福祉専門職員配置加算や指導員加配加算など） 
• 加算の要件を確認せず、加算の名称のみで判断して加算を算定。 
  （施設外就労加算や移行準備体制加算など） 
• 看護が必要のない利用者に対して、バイタルチェックなどを行っただけで医療連携体制加算を算定。 
• 加算の要件で記録が必要となっているにも関わらず、適切な記録をしていない（欠席時対応加算など） 
• 加算の算定の計算で、対象外の職員を計算に含めている（サビ管や非常勤、対象外の職種など） 
• 減算対象にも関わらず、減算対象の内容を理解しておらず、減算の算定を行っていない。 
※ 加算については、実際にやっていることに加え、要件を全て満たした場合のみ算定ができる前提。 
※ 現在算定している加算も要件を満たしていない期間について全額返還となるので留意すること。 
※ 加算については、法人の請求担当が全ての要件を満たしていることを確認した上で請求すること。 
※ 毎月そのまま要求するのではなく、要求の都度、毎月全ての加算要件について内容を確認すること。 
※ 今一度自主点検し、算定が誤っている場合は市町村に連絡し、算定期間に遡って返還等調整すること。 
※ 当時の県や市町村の担当者の口頭での説明だけではなく、告示や基準など根拠を確認すること。 
※ 算定に誤りがあった場合、５年分遡って返還が必要になります。 
※ 悪質な場合は、返還額に加えて40％の加算金がつけられることがあります。 

 
 

 

実地指導でよくある指摘② 
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○運営に関すること 
• 虐待防止のための研修を全職員（世話人、非常勤含む）に対して、年に１回以上行われていない。 
• 職員の資質向上のための研修を運営規程に定めている回数以上実施していない（記録がない）。 
• 利用契約時の受給者証記載事項の市町村への報告漏れ。 
• 利用者全員の受給者証の写しを控えていない（契約支給量の確認ができない）。 
• サービス提供の記録について、その都度利用者の確認・押印を得ていない（月に１回以上）。 
• 給付費の代理受領通知について、利用者全員に毎月配布していない。 
• 利用者の支援記録について、個別支援計画に基づいた個別の記録になっていない。 
  （グループ単位での記載や作業内容・食事のことのみを書いた記録は不可） 
• 運営規程や重要事項説明書が実態とずれている。 
• 会計区分が障害福祉事業ごとに区分されていない。 
• 県や市町村への事故報告が漏れ。苦情の記録なし。 
• 避難訓練を年に２回以上やっていない。事業所の立地条件に応じた非常災害計画を作成していない。 
• グループホームの食費や日用品費などが公正になるように適宜見直しを行っていない。 
• 通院等乗降介助や有償運送について、必要な届出を陸運事務所に行っていない。 
• 就労系の事業所で、工賃を生産活動でまかなえず、給付費を充てている。 
※ 特にサービス提供実績記録票の確認は、サービス利用を証明するものなので、必ず利用者本人又は 
   保護者から確認を得ること。偽造の場合はサービス提供の有無に関わらず給付費の全額返還対象に 
   なり得ます。 
※ 代理受領通知は不正請求防止のためでもありますので、省略することは認められません。回数や金額、 
   加算の内容など、内訳が分かるように毎月利用者全員に対して通知してください。 
※ 利用者等の連絡先一覧の提供を求めることがありますので、その際は速やかに提出してください。 

 
 

実地指導でよくある指摘③ 

35 



 実地指導は基本的に、事業所の皆さんと一緒に制度やサービスの内容を現場で確認するためのものです。 
 
 当日は面談形式で資料を見ながら事業所職員に説明をしていただきますので、常に同席してください。 
 
 また、普段の支援状況を確認しますので、利用者を休ませたり外出させる必要はありません。 
 
 実地指導終了後、文書指摘が必要な場合は数日以内に文書指摘に関する通知文を送付いたしますので、提
出期限内（概ね１ヶ月以内を目途）に改善報告書を提出ください。その際、変更届出が必要なものについては、
改善報告書の提出とは別に通常の手続きとして変更届出等を行ってください（改善報告書には変更届出書の
写しを添付）。 
 
 当日確認できなかった内容については、後日追加で書類の提出を依頼することもありますのでご協力をお願
いいたします。 
 
 沖縄県が実施する実地指導については、障害福祉サービスの指定権者及び給付費の負担者として内容を確
認するものですが、給付費を負担している国又は市町村についても同等の権限がありますので、県の実地指
導とは別で実地指導・監査が行われることがあります。 
 
 指摘や指導に対して適切に対応いただけない場合、監査に切り替えた上で、事業の効力の停止又は指定の
取消など、行政処分などを検討することになりますのでご留意ください。 
 
 なお、道路交通法や道路運送法、労働基準法、消防法、刑法など、他機関が管轄する法律について違反が
疑われる際も、法令順守の観点から指摘させていただくことはありますので、対応には十分ご注意ください。 

 

実地指導の位置づけとその後の対応 
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 基本的には人員、設備、運営に関する基準が守られているか、報酬について誤った請求をしていないかを確
認しますので、下記のハンドブックなどを元に確認を行います。 
 
  中央法規      事業者ハンドブック（報酬編）      事業者ハンドブック（指定基準編）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

実地指導で確認するポイント 
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県の条例について 
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 厚生労働省が発出している人員等に関する基準を元に各都道府県で条例を制定しています。 
 
 
障害児に関する条例 
 
（児入所） 
○沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 
 
（児通所） 
○沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 
 
 
障害者に関する条例 
（者入所） 
○沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 
 
（者通所、訪問系、短期入所） 
○沖縄県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等を定める条例 
 
 
 それぞれ上記の文言でインターネットで検索すると閲覧できますので、ご一読ください。 
 

県の条例 

39 



 （指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 

第３条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情
を踏まえた計画（第28条第１項において「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供
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障害児に対して適切かつ効果的
に指定通所支援を提供しなければならない。 
２ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に
当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。 
３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、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。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する
障害福祉サービス（第21条及び第50条において「障害福祉サービス」という。）を行う者、児童福祉施設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連携に努めなければならない。 
４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、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。 

 

（契約支給量の報告等） 
第14条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保
護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量（次項において「契約支給量」という。）その他の必要な事項（第３項及び
第４項において「通所受給者証記載事項」という。）を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。 
２ 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。 
３ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事
項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 
４ 前３項の規定は、通所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。 
 
（提供拒否の禁止） 
第15条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。 
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 （サービス提供困難時の対応） 

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定児童発達支援事業所が
通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第38条第６号及び第52条第２項において同じ。）等を勘案し、利用申込者
に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支
援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。 

 

（受給資格の確認） 
第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受
給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定を受けた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を
確かめるものとする。 

 
（サービスの提供の記録） 
第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要
な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。 
２ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したこ
とについて確認を受けなければならない。 

 
（障害児通所給付費の額に係る通知等） 
第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、
通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。 

 
（指定児童発達支援の取扱方針） 
第27条 指定児童発達支援事業者は、次条第１項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児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、指定児童発達支援の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 
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 （児童発達支援計画の作成等） 

第28条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画（以下この
条において「児童発達支援計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 
２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、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通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課
題等の把握（以下この条において「アセスメント」という。）を行い、障害児の発達を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 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この
場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得
なければならない。 
４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対
する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援
の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達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、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童
発達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児童発達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 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる
担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。 
６ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発
達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。 
７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付
しなければならない。 
８ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握（障害児についての継続
的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なく
とも６月に１回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。 
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（相談及び援助） 
第30条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又は
その家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 
（指導、訓練等） 
第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切
な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 
２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、
あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。 
３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に
指導、訓練等を行わなければならない。 

 
（社会生活上の便宜の供与等） 
第33条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなけれ
ばならない。 
２ 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。 
 
（非常災害対策） 
第41条 指定児童発達支援事業者は、火災及び台風、大雨、津波等の風水害、土砂災害その他指定児童発達支援事業所の立
地条件等に応じて想定される災害に対し必要な防災設備を設けるとともに、災害ごとの防災計画を立て、非常災害時の関係機
関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 
２ 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 
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（身体拘束等の禁止） 
第45条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（次項において「身体拘束等」とい
う。）を行ってはならない。 
２ 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

 
（虐待等の禁止） 
第46条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第２条
各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 
（苦情への対応） 
第51条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当
該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、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 指定児童発達支援事業者は、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。 
 
（事故発生時の対応） 
第53条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、
市町村、当該障害児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 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録しなければならない。 
３ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに
損害賠償を行わなければならない。 

 
（会計の区分） 
第54条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会
計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 
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（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（第３章、第４章及び第７章から第15章までに掲げる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。 

 
（契約支給量の報告等） 
第11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。 

 
（サービス提供困難時の対応） 
第14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。 
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（サービスの提供の記録） 
第20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。 

 
（介護給付費の額に係る通知等） 
第24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。 

 
（勤務体制の確保等） 
第34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。 

 
（苦情への対応） 
第40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、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。 
 
（事故発生時の対応） 
第41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、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。 

 
（記録の整備） 
第43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。 

沖縄県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等を定める条例② 

46 



（療養介護計画の作成等） 
第60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。 

 
 
 
 
 

沖縄県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等を定める条例③ 
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（非常災害対策） 
第72条 指定療養介護事業者は、火災及び台風、大雨、津波等の風水害、土砂災害その他指定療養介護事業所の立地条件等
に応じて想定される災害に対し必要な防災設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機
関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 
２ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 
 
（身体拘束等の禁止） 
第75条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため
緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならな
い。 
２ 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

 

（基本方針） 
第79条 生活介護に係る指定障害福祉サ一ビス（以下「指定生活介護」という。）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、省令第２条の４に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活
動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 
（工賃の支払） 
第87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。 

 
（通勤のための訓練の実施） 
第167条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施
しなければならない。 

 
 

沖縄県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等を定める条例④ 
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障害者虐待防止について 
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第六条 第二項 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体
並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福
祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐
待の早期発見に努めなければならない。 

 

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 

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

第十六条  障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やか
に、これを市町村に通報しなければならない。 

２  障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。 

３  刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報（虚偽であ
るもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

４  障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱
いを受けない。 
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市町村障害者虐待防止センター 

通
報
義
務 

相談 相談 

通
報
義
務 

通
報
義
務 

虐待を受けたと思われる

障害者を発見した人 
サービス管理 
責任者 

施設長 
管理者 

例えば、Ａ施設で働く職員が・・・ 
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法施行後も続く深刻な施設従事者等の虐待事案 

県警は、身体障害者支援施設に入所中の男性を殴り骨折させたとして、傷害の疑いで介護福祉士の容疑
者を逮捕した。 

男性は骨折など複数のけがを繰り返しており、県警は日常的に虐待があった可能性もあるとみて慎重に調
べている。 

県警によると、約１カ月前に関係者からの相談で発覚、同施設を家宅捜索した。 

同施設を運営する社会福祉法人は男性の骨折を把握していたが、虐待ではなく「事故」として処理していた。 

 

ケース１  入所者殴り骨折 施設は虐待を事故として処理 

 警察は、障害者施設に通っていた知的障害者に「殺す」「ばか」などの暴言を浴びせながら、胸ぐらをつかん
で頭部を平手打ちするなどの暴行をした疑いで懲戒解雇された元施設職員を逮捕した。「被害者が作業をし
ようとしなかったのでやった」と容疑を認めている。 

 市は、匿名で通報を受けて施設に立入調査したが、虐待の事実を確認できなかった。その後、テレビで虐待
の映像が放映されたため再度立入調査を実施、「もう少し踏み込んだ対応をしていればよかった」と話した。 

 同施設は、虐待に加わった他の職員を停職、施設長を降格処分した。 

ケース２  知的障害者施設で暴行 元職員逮捕 
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県は、障害者支援施設で知的障害のある入所者３人が、３～20年にわたり１日６時間半～14時間、個室の
扉に鍵をかけられ、外に出られないようにされていたと発表した。  

施設側は、「ほかの入所者らに暴力を振るったり、小物を食べたりするためで、家族から同意は得ていた」と
いうが、県は立ち入り調査を行い、虐待にあたると判断した。 

県は３年に１度、施設を訪れるなどして運営体制を調査してきたが、施設の職員から聞き取りなどはしてい
たものの、施錠された部屋の状況までは確認をしていなかったと説明した。  

ケース３  入所施設の個室に鍵、20年拘束も 

県は、障害者支援施設の利用者に違法に関連施設の建設工事に従事させ、賃金を支払わなかったとして、
障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）に基づき、介護給付費減額の行政処分にしたと発表した。 

リハビリや作業療法と称し、利用者計17人に、関連施設の建設工事や、施設管理者の自宅の清掃を無報

酬でさせた。工事は障害者総合支援法や県条例が禁じる「過重な負担」に、無報酬だった点は同法の「経済
的虐待による人格尊重義務違反」に当たると判断した。 

法人側は「入所者支援の一環で、賃金を払う必要はないと思った」との趣旨の説明をしているという。県民
から不適切な運営に関する情報提供が県にあり、利用者に聞き取り調査をして発覚した。 

ケース４  障害者を無報酬で働かせる福祉法人処分 
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平成29年11月21日 下野新聞 

 検察側は冒頭陳述で、14年3月から

「ビ・ブライト」で生活支援員をしていた

松本被告が「口頭で注意する
よりも暴力を振るったほうが
手っ取り早い」と考え、15年ごろか

ら言うことを聞かない入所者に平手打
ちなどの暴力を振るっていたと主張し
た。 

 一方、16年10月から同施設で研修
中だった佐藤被告は「松本
被告の姿を見て暴力を振
るい始めた」とした。 

2015年頃～  言うことを聞かない入所者への暴力 
2017年４月   傷害事案発生 
同年  ９月      容疑者逮捕 
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身体拘束等の適正化（平成30年度から） 

○身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について基本報酬を減算する。 

○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 

 

（身体拘束等の禁止） 

第四十八条 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、利用者又は他の利用
者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限
する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

 

≪身体拘束廃止未実施減算【新設】≫ ５単位／日 
※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生
活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問
型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設等  

 やむを得ず身体拘束を行うときの手続き 
 ① 組織による決定と個別支援計画への記載 
 ② 本人・家族への十分な説明 
 ③ 必要な事項の記録 

 緊急やむを得ない場合とは・・・ 
 ① 切迫性 本人や他者が危険。 
 ② 非代替性 他に方法がない。 
 ③ 一時性 身体拘束が一時的である。 
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○沖縄県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等を定める条例 
 
（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（第３章、第４章及び第７章から第13章までに掲げる事業を行うものに
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。 

 上記の他、者入所、児入所・通所の条例がそれぞれ別でありますが、全サービス共通して、県が行う実地指
導において、事業所の非常勤職員を含む全職員に対して、虐待防止の研修を年１回以上、継続して実施して
いるか確認し、実施していない場合は指摘事項として挙げ、改善報告を求めます。 

県の取組（実地指導） 
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○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 
 
（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） 
第四十二条 
 （中略） 

３ 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。 
 
（指定の取消し等） 

第五十条 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
事業者に係る第二十九条第一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、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三
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、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。 
 （中略） 

六 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一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。 
 （中略） 

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。 
 

⇒ 改善指導に従わない場合や虚偽の報告をした場合は、指定を取り消す可能性が
あります。 
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通報は、すべての人を救う 

• 利用者の被害を最小限で食い止めることができる。 
 
 

• 虐待した職員の処分や刑事責任、民事責任を最小限で留めるこ

とができる。 
 
 

• 理事長、施設長など責任者への処分、民事責任、道義的責任を

最小限で留めることができる。 
 
 

• 虐待が起きた施設、法人に対する行政責任、民事責任、道

義的責任を最小限で留めることができる。 

日本社会事業大学専門職大学院 准教授 曽根直樹氏 
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今回の集団指導の内容に関するご質問については 
メールにて受け付けますので、 

４／５までに下記のメールアドレスまでご連絡ください。 
 

回答は４月中を目途に当課ＨＰにて公開予定です。 
※個別の連絡はしませんのでご了承ください。 

 

沖縄県障害福祉課 代表メール：aa029017@pref.okinawa.lg.jp 
（件名は「集団指導に係る質問」としてください） 

 
 

  ※ 通常の質問については電話で結構ですが、４月の間は緊急で確認が必要な
もの以外はお電話をご遠慮願います。 

  ※ 人事異動のため、４月中は全サービス共に玉寄宛てに問い合わせてください。 
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