
資料１　　

１．指導・監査の目的
（１）指導の目的

（２）監査の目的

２．指導・監査の実施頻度
（１）集団指導

（２）実地指導

３．平成２７年度の指導・監査結果（気仙沼保健福祉事務所実施分）
（１）集団指導

（２）実地指導

（３）監査
　２７年度の実績無し

４．平成２８年度の指導計画（気仙沼保健福祉事務所実施分）
（１）集団指導

（２）実地指導

（３）監査
　実地指導で不正や著しい不当が疑われる場合に実施する

指定障害福祉サービス事業所指導・監査について

　指定障害福祉サービス事業者等に対して自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支
援給付等に係る費用の請求等について，法第１１条及び児童福祉法第４６条並びに第５７条３の
３の規定に基づき，指導を行うことで，自立支援給付等対象サービス等の質の確保及び自立支
援給付等の事務の適性化を図り，指定障害福祉サービス事業所等の健全かつ適正な運営を促
すことを目的とする。

　指定障害福祉サービス事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容等について，法第
４９条，５０条，５１条の２８，２９，６７条，６８条及び児童福祉法第２１条の５の２２，２３，２４条の１
６，１７に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合，又は自立支援給付等に
かかる比喩応の請求について，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とることを目的とする。

　実施期間：平成２８年１０月～１１月
　対象事業者：１１事業所（１９サービス）

　自立支援給付費等対象サービスの取扱い，自立支援給付に係る費用の請求内容，制度改正
及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団を選定して必要時に実施する。
　障害福祉課で年２回実施。必要に応じて各保健福祉事務所でも実施する。

　新たに自立支援給付費等対象サービス等の提供を開始した指定障害福祉サービス事業者等
について，概ね６ヶ月以内に全てを対象に実施する。
　その他の事業者については，原則として３年に１回行う。ただし，以前の実地指導で指摘事項
が多かった事業所や監査を行った事業所，実地指導を行うことが必要と認められた事業所につ
いてはその限りではない。

　実施期間：平成２７年１０月～１１月
　対象事業者：１２事業所（１８サービス）
　実施結果：別添資料のとおり

　実施期間：平成２７年８月４日～８月６日（サービス種類ごとに実施）
　参加事業者：２６事業者
　実施内容：サービスごとの基準等，指導結果及び指導計画，個別支援計画，感染症対策等

　実施期間：平成２８年８月１７日
　対象事業者：保健福祉事務所指定サービス事業者
　実施内容：次第のとおり
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）

生活介護
宿泊型

自立訓練
自立訓練

（生活訓練)
指定障害者
支援施設

就労
移行支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援B型

児童
発達支援

(センター)
放課後等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

保育所等
訪問支援

総計

(25事業所) (1事業所) (5事業所) (13事業所) (15事業所) (11事業所) (33事業所) (5事業所) (12事業所) (3事業所) (123事業所)

個別支援計画 78 2 16 31 42 23 71 12 22 10 307

各種加算 20 2 6 31 27 51 2 9 148

掲示 6 1 1 10 10 20 2 6 1 57

苦情解決 9 3 11 10 21 3 57

非常災害対策 9 2 5 6 7 8 3 7 47

工賃の支払・
賃金

6 1 15 5 19 46

変更届 7 1 2 10 1 23 1 45

給付費に係る
通知等

4 1 9 7 17 38

説明及び同意 7 2 1 7 4 11 1 4 37

その他 74 3 7 30 45 26 90 3 18 4 300

合計 220 7 33 77 186 120 331 23 70 15 1082

個別支援計画
個別支援計画の作成に係る会議を開催して，原案の内容について意見を求
めること。

各種加算
欠席時対応加算について，相談援助の記録を残すこと。
送迎加算について，利用者の居宅以外からの送迎を行う場合には事前に同
意書などを取り交わすこと。

掲示
事業所の見やすい場所に運営規程，重要事項説明書，契約書の雛形等を掲
示すること。

苦情解決
利用者からの苦情に適切に対応するため，鍵付きの苦情受付ボックスを設
置すること。

非常災害対策
非常災害時における計画について事業所の見やすい場所に掲示すること。

平成27年度宮城県指定障害福祉サービス事業所等実地指導総括
平成28年6月21日現在

障害福祉課所管分

○主な指導内容

個別支援計画 
28% 

各種加算 
14% 

掲示 
5% 

苦情解決 
5% 非常災害対策 

4% 

工賃の支払・賃

金 
4% 

変更届 
4% 

給付費に係る

通知等 
4% 

説明及び同意 
4% 

その他 
28% 
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）

平成27年度には以下の事案について監査を行いました。

人員配置基準違反，
給付費不正請求

生活介護事業所において，職員の勤務実態やサービス
提供の記録が確認できなかった。また，サービス利用
の記録が無い日に，介護給付費の請求を行っていたも
の。

文書指導及び過誤調整

虐待，
苦情受付け記録不備

生活介護及び就労継続支援B型事業所において，職業指
導員が知的障害者に対して性的虐待を行ったもの。

継続調査中

監査対象事案 内容 県の対応

給付費不正請求，
運営基準違反，

人員配置基準違反，
誤請求及び虐待など

放課後等デイサービス事業所において，放課後等デイ
サービス給付費等の不正受給や児童発達支援管理責任
者の未配置があったもの。また，管理者が知的障害児
童に対して身体的・心理的虐待を行ったもの。

不正請求：過誤調整
誤請求   ：返還指導
虐      待：勧告，改善指導

平成27年度監査結果について 

３



居宅介護 生活介護 同行援護
重度訪問

介護
共同生活

援助
共同生活

介護 短期入所
放課後等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

児童発達支援

(ｾﾝﾀｰ以外)
地域移行

支援
相談支援 総計

指導項目 (4事業所) (0事業所) (1事業所) (3事業所) (2事業所) (0事業所) (1事業所) (5事業所) (2事業所) (0事業所) (0事業所) (18サービス)

計画の作成 9 2 0 7 0 11 2 31
計
画

説明及び同意 4 2 3 5 2 2 1 19
そ
の

利用者に求めることの
できる金銭の範囲等

0 0 0 7 4 2 0 13
説
明
及

管理者の責務 1 1 2 1 3 0 8
利
用

指定障害サービス事業
者等との連携

4 1 0 0 0 1 1 7
管
理
者

会計の区分 2 1 2 0 0 1 1 7
指
定

サービスの提供記録 2 1 0 1 1 1 0 6
指
定

基本報酬　各種加算 2 2 3 7

その他 6 2 1 5 0 11 2 27
指
定

合計 30 0 10 6 29 0 8 35 7 0 0 125

平成2７年度宮城県指定障害福祉サービス事業所等実地指導総括 気仙沼保健福祉事務所実施分

○主な指導内容（その他）

給付費の額の通知
法定代理受領を行った事業所は，利用者（若しくは家族）に対して，受領額を
通知しなければならない。

契約支給量等の報告
サービスを提供する際は，サービス内容，契約支給量，その他必要事項を利用
者の受給者証に記載すること。

身体拘束等の禁止
やむを得ず利用者の身体拘束，行動制限を行う場合には，その様態及び時間，
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
を記録すること。（別添参考資料）

その他以外の主な指導事項は次ページ以降参照

計画の作成 
25% 

説明及び同意 
15% 

利用者に求め

ることのできる

金銭の範囲等 
10% 

管理者の

責務 

6% 指定障害サービ

ス事業者等との

連携 
5% 

会計の区分 

6% 

サービスの提

供記録 

5% 

基本報酬 各

種加算 
6% 

その他 

22% 
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）
【一部改変】

・利用者と面接
・家族と面接
・関係機関（病院や他の事業所等）と連携
・支援員が記載しているケース記録

・面接を行っていない。

・面接を行っているが，記録が残っていない。

・面接の際に面接の趣旨を利用者に説明していない。

・面接をサービス管理責任者以外が行っている。
etc…

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施行規則47条
（平成25年宮城県規則第39号，以下宮城県条例規則という。他のサービスも同様の規定あり。）
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。

◎サービス管理責任者が自己の責任において，客観的に利用者のニーズ（課題）を把握する。

身体的・能力的・精神的
に抱えている潜在的問題課

題
の
把
握

課題の整理

利用者・家族のニーズ
（≠要望） 主な指摘事項

①計画の作成 
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）
【一部改変】

主な指摘事項

・サービス管理責任者以外が作成している。
・短期と長期の目標を作成することが望ましい
・会議を開いていない。（議事録が残っていない）

・利用者or家族の文書の同意を得ていない。
・利用者へ計画書を交付していない。
・交付や文書同意が計画開始前にされていない。

宮城県条例規則４７条
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、第四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。

アセスメント
をまとめる

計画原案の作成
・利用者,家族の意向
・支援の方針
・目標,達成時期の設定
・他機関との連携

会議の開催
↓

支援員等の
意見の反映

会議内容を
踏まえて，
計画の原案
を修正。

利用者,家族
への説明

(文書の同意)
↓

計画書の交付

①計画の作成 
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）
【一部改変】

主な指摘事項

・期間ごとに，見直しを行っていない。
・利用者と面接していない。
・家族と連絡をとっていない。

・計画内容が一律で同じである(検討をしていない)。
・見直しにあたって，計画書の交付や利用者・家族
　への説明等がなされていない。

宮城県条例規則４７条
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，少なくとも六月に一回以上、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。（注:自立訓練・就労移行支
援は3か月に一度）
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 　第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(

6
か
月
に
一
度

)

計
画
の
見
直
し

目標
達成 サービスはスムーズに

提供されたか？
利用者の満足度は？

これらを加味して
新しい計画を作成。

何故達成しなかったか？
･計画(目標設定)に問題があった。
･支援の内容に問題があった。
　　　　　　　　　　　　etc…

計画変更の必要性の検討
･検討過程を記録に残す

再度
　アセスメント
　計画の作成
を行い，利用者又は
家族へ説明及び同意
を得る。

目標
未達成

①計画の作成 
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【根拠条例・規則等（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分

参考通知：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等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関
する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について　第２ ２（１）①

【実地指導指摘事項例】
（例１）
　サービス管理責任者等以外の従業者が個別支援計画を作成していた。

（例２）
　居宅介護計画にサービスを提供する職員の職種が記載されていなかった。（居宅介護）

（例３）
　個別支援計画作成のためのアセスメントや会議を行っていなかった。（記録を残していない）

（例４）
　個別支援計画の作成後，6ヶ月を過ぎても計画の見直し（モニタリングを含む）を行っていなかった。

（例５）
　同法人で運営する別事業所から，当該事業所に利用変更した利用者について，前事業所で作成した個別支援計画をそ
のまま利用していた。

児童発達支援（児条例規則第２２条）
医療型児童発達支援（児条例規則第５８条【２２条の準用】）
放課後等デイサービス（児条例規則第６３条【２２条の準用】）
保育所等訪問支援（児条例規則７２条【２２条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第２０条）
地域定着支援（地域相談基準第４２条）※台帳

居宅介護（者条例規則第１９条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【１９条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【１９条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【１９条の準用】）
短期入所（×）
重度包括支援（者条例規則第９５条）
共同生活援助（者条例規則第１５４条【４７条の準用】

①計画の作成 
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【基準】

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施行規則第4条
（他のサービスも同様の規定あり。）

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、第二十三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(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七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。

【参考：社会福祉法第７７条】
１　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
　　　（社会福祉法施行規則第１６条：福祉サービスの提供開始年月日，福祉サービスに係る苦情を受け付ける
ための窓口）

②内容及び手続きの説明及び同意 

９



【実地指導指摘事項例】
（例１）
　重要事項説明書や運営規程に記載されている職員の員数と実際に勤務している職員の員数が異なっていた。

（例２）
　変更した事項について重要事項説明書に反映されていなかった。

（例３）
　重要事項説明書の同意欄に署名捺印がない利用者がいた。

【根拠条例・規則等（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分
児童発達支援（児条例規則第８条）
医療型児童発達支援（児条例規則第５８条【８条の準用】）
放課後等デイサービス（児条例規則第６３条【８条の準用】）
保育所等訪問支援（児条例規則７２条【８条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第５条）
地域定着支援（地域相談基準第４５条【５条の準用】）

居宅介護（者条例規則第４条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【４条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【４条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【４条の準用】）
短期入所（者条例規則第９０条【４条の準用】）
重度包括支援（者条例規則第９７条【４条の準用）
共同生活援助（者条例規則第１５４条【４条の準用】

②内容及び手続きの説明及び同意 
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【基準】

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施行規則第14条・第15条
（他のサービスも同様の規定あり。）

第１４条
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等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るものとする。
2　前項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、その同意を得なけ
ればならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

第１５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、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るものとする。
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るものとする。
3　指定居宅介護事業者は、前二項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は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から
受けることができる。
4　指定居宅介護事業者は、前三項の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なければならない。
5　指定居宅介護事業者は、第三項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及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なければならない。

③支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）

市町村が定める利用者負担上限額とは別に，利用者に対して負担を求める場合，通知により，以下の要件が必要となっています。

① 当該費用が，介護給付費等の対象となっていないこと。

② 共益費や施設利用補償金等のあやふやな名目の費用徴収は認められず，費用の内訳が明らかになっていること。

③ 利用者に事前に十分な説明を行い，その同意を得ていること。

④ 負担額は，実費相当額の範囲内であること。

⑤ 対象や額を運営規程において定めること。（その都度変動する性質のものについては，「実費」という形の定め方が可能）

①について

不適切な例）・食事提供加算を算定しているにもかかわらず，利用者からも人件費相当分の費用を徴収している。

・入所施設において，栄養管理料を徴収している。

（基準省令第34条第3項において定められた施設の運営基準であり，介護給付費に含まれるものである）

②について

不適切な例） 食費○○円，光熱費○○円と改めてください。

③について

契約書若しくは重要事項説明書に記載する必要があります。

④について

不適切な例）送迎に係る費用について漫然と一律に「1kmあたり○○円」となっていること。

⑤について

適切な費用徴収であり，③の同意を得ていても，運営規程に規定していなければ，徴収することができません。

利用者から負担金を徴収する場合，運営規程の改正を行ってください。

食費及び光熱費で合わせて○○円となっている。 →

利用者負担金について 
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【根拠条例・規則（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分

【実地指導指摘事項例】
（例１）
　利用者から費用を徴収していたが運営規程や重要事項説明書に記載が無かった。

（例２）
　介護給付費等の対象となっている部分について，利用者から徴収していた。

（例３）
　貴重品管理料を徴収していたが，個々の利用者と契約を締結していなかった。

参考通知：障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて
　　　　　障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて
　　　　　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に
ついて
　　　　　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について

居宅介護（者条例規則第１４条，１５条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【１４条，１５条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【１４条，１５条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【１４条，１５条の準用】）
短期入所（者条例規則第８５条，９０条【１４条の準用】）
重度包括支援（者条例規則第９７条【１４条，１５条の準用）
共同生活援助（者条例規則第１５１条の６，１５４条【１４条の準用】）

児童発達支援（児条例規則第１７条，１８条）
医療型児童発達支援（児条例規則第５４条，５８条【１７条の準用】）
放課後等デイサービス（児条例規則第６２条，６３条【１７条の準
用】）
保育所等訪問支援（児条例規則７０条，７２条【１７条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第１６条，１７条）
地域定着支援（地域相談基準第４５条【１６条，１７条の準用】）

③支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 
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【基準】

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施行規則２２条
（他のサービスも同様の規定あり。）

１　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。

【実地指導指摘事項例】
（例１）
　他事業所と兼務している従業者の出勤簿が事業所ごとに区分されていなかった。（合計勤務時間のみ記載されて
いた）

（例２）
　出勤簿への押印漏れ。

【根拠条例・規則等（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分
居宅介護（者条例規則第２２条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【２２条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【２２条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【２２条の準用】）
短期入所（者条例規則第９０条【５５条の準用】）
重度包括支援（者条例規則第９７条【５５条の準用）
共同生活援助（者条例規則第１５４条【５５条の準用】）

児童発達支援（児条例規則第３１条）
医療型児童発達支援（児条例規則第５８条【３１条の準用】）
放課後等デイサービス（児条例規則第６３条【３１条の準用】）
保育所等訪問支援（児条例規則第７２条【３１条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第２６条）
地域定着支援（地域相談基準第４５条【２６条の準用】）

①計画の作成 ④管理者の責務 
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【実地指導指摘事項例】
（例）
　他の障害福祉サービス等を利用している利用者について，利用先の事業所との連携が不足していた。
 （サービス等利用計画の把握や他事業所への情報提供など）

【根拠条例・規則等（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分

【基準】

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施行規則第１１条
（他のサービスも同様の規定あり）
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。

児童発達支援（児条例規則第１５条）
医療型児童発達支援（児条例規則第５８条【１５条の準用】）
放課後等デイサービス（児条例規則第６３条【１５条の準用】）
保育所等訪問支援（児条例規則７２条【１５条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第１３条）
地域定着支援（地域相談基準第４５条【１３条の準用】）

居宅介護（者条例規則第１１条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【１１条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【１１条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【１１条の準用】）
短期入所（者条例規則第９０条【１１条の準用】）
重度包括支援（者条例規則第９７条【１１条の準用）
共同生活援助（者条例規則第１５４条【１１条の準用】）

①計画の作成 ⑤指定障害福祉サービス事業者との連携 
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【基準】

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施行規則第３０条
（他のサービスも同様の規定あり）

１　指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業者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。

【実地指導指摘事項例】
（例）
　事業ごとに会計が区分されていなかった。
（支出の区分については，利用者数で按分する等の方法により適切な推計を行うことが必要）

【根拠条例・規則等（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分
児童発達支援（児条例規則第４２条）
医療型児童発達支援（　）
放課後等デイサービス（児条例規則第６３条【４２条の準用】）
保育所等訪問支援（児条例規則７２条【４２条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第３７条）
地域定着支援（地域相談基準第４５条【３７条の準用】）

居宅介護（者条例規則第３０条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【３０条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【３０条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【３０条の準用】）
短期入所（者条例規則第９０条【３０条の準用】）
重度包括支援（者条例規則第９７条【３０条の準用）
共同生活援助（者条例規則第１５４条【３０条の準用】）

①計画の作成 ⑥会計の区分 
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【基準】

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施行規則第１３条・３１条
（他のサービスも同様の規定あり）

第１３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をした
ことについて確認を受けなければならない。

第３１条
１　指定居宅介護事業者は、利用者、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、次に掲げる記録につ
いては、利用者に対し指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
一　利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録
二　従業者の勤務の体制についての記録
三　介護給付費を請求するために審査支払機関に提出した記録

①計画の作成 ⑦サービス提供の記録 
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【根拠条例・規則等（事業別）】※保健福祉事務所指定事業分

【実地指導指摘事項例】
（例１）
　サービス提供記録を事業者で保管していなかった。（利用者が保管していた）

（例２）
　サービス提供記録と実績記録票の記載内容が異なっていた。

（例３）
　サービス提供記録を記載していない日があった。

児童発達支援（児条例規則第１６条，４３条）
医療型児童発達支援（児条例規則第５８条【１６条，４３条の準
用】）
放課後等デイサービス（児条例規則第６３条【１６条，４３条の準
用】）
保育所等訪問支援（児条例規則７２条【１６条，４３条の準用】）

地域移行支援（地域相談基準第１５条，３８条）
地域定着支援（地域相談基準第４５条【１５条，３８条の準用】）

居宅介護（者条例規則第１３条，３１条）
重度訪問介護（者条例規則第３３条１【１３条，３１条の準用】）
行動援護（者条例規則第３３条２【１３条，３１条の準用】）
同行援護（者条例規則第３３条２【１３条，３１条の準用】）
短期入所（者条例規則第９０条【１３条，３１条の準用】）
重度包括支援（者条例規則第９７条【１３条，３１条の準用）
共同生活援助（者条例規則第１５４条【４２条，６３条の準用】）

①計画の作成 ⑦サービス提供の記録 
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参考：平成２８年度第１回指定障害福祉サービス事業所集団指導資料（障害福祉課主催）

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（他サービスも準用有）

・組織での対応･･･管理者やサービス管理責任者等，支援の方針を決定できる権限を持つ人を含めて検討を行う。

・本人や家族への十分な説明･･･適宜，本人や家族に説明を行い了解を得ること。（文書による説明・同意が望ましい）

・記録･･･様態及び時間、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など必要な事項を記録する。

【参考】障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き（平成24年9月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html

本人や他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。身体拘束を行うことによる悪影響
以上に危険な状態であることを確認しなければならない。

②非代替性

身体拘束の態様は，複数の職員で身体拘束以外の方法がないことを確認し，かつ，最低限の拘束で済むようにしなければ
ならない。

③一時性

身体拘束を行うのは一時的なものでなければならない。

◎身体拘束を行うにあたって

①切迫性

第二十七条　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、当該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「身体的拘束等」という。)
　を行ってはならない。
2　指定療養介護事業者は、やむを得ず身体的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。

◎身体拘束とは？

　利用者を紐で縛る等物理的に拘束することの外，以下のような行為も身体拘束にあたります。
　・落ち着かせるために向精神薬等を必要以上に投与する。　　　　・皮膚を引っ掻かないよう,ミトンをつけさせる。
　・外に飛び出さないよう鍵のついた部屋に入れる。　等

◎緊急止むを得ないとは？

　安易に「緊急止むを得ない」とせず，以下の要件を満たす必要があります。

身体拘束について 
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html

