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１ 法的な位置づけ① 指定〇〇事業者とは

指定障害福祉サービス事業者

指定障害者支援施設

指定一般相談支援事業者

指定特定相談支援事業者

指定障害児相談支援事業者

指定障害児通所支援事業者

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護
短期入所、共同生活援助、就労継続支援（A型）、就労定着支援、自立生活援助

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（B型）

地域移行支援、地域定着支援

計画相談支援

障害児相談支援

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
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

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）

児童福祉法

施設入所支援

どの事業者であるかによって、適用となる法律等が異なります。
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１ 法的な位置づけ② 事業の内容

障害者総合支援法関係 障害者総合支援法第５条各項

児童福祉法関係

児童福祉法第６条の２の２各項

障害者総合支援法施行規則
第１条の３ 法第５条第２項及び第３項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、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
わたる援助とする。

例えば… 居宅介護の場合

２ この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、
排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

居宅介護以外にも、自事業者が
指定を受けている事業について、
一度確認してみてください。
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２ 指導監査① 指導の法的根拠

指導 障害者総合支援法第10条、児童福祉法第57条の３の２

例）障害者総合支援法第10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、当該自立支援給付に係る
障害福祉サービス、相談支援、（略）（以下「自立支援給付対象サービス等」という。）を
行う者若しくはこれらを使用する者若しく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、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若し
くは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、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。

どういう意味だろう？
（次頁へ）
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２ 指導監査② 実地指導と集団指導

具体的な内容
指定障害福祉サービス事業者等指導指針
指定障害児通所支援等事業者等指導指針

例）指定障害福祉サービス事業者等指導指針（抄）
指導は、（略）（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）に対し、（略）（以下「指
定基準」という。）、（略）に定める自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に
係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
指導の形態は、通常次のとおりとする。

（２） 実地指導
実地指導は、（略） 障害福祉サービス事業者等の事業所において実地
に行う。

（１） 集団指導
集団指導は、（略）その内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法
により行う。

制度周知等が目的
です。
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２ 指導監査③ 監査の法的根拠

監査
障害者総合支援法第48条、第51条の27
児童福祉法第21条の5の22、第24条の34

例）障害者総合支援法第48条第１項
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。

どういう意味だろう？
（次頁へ）
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２ 指導監査④ 監査

具体的な内容
指定障害福祉サービス事業者等監査指針
指定障害児通所支援等事業者等監査指針

例）指定障害福祉サービス事業者等指導指針（抄）
監査は、（略）（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）の自立支援給付対象サー
ビス等の内容等について、法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29、第67条及び第68条
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若しくはその疑いがあると認
められる場合、又は自立支援給付に係る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（以下「指定基準違反等」という。）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ことを主眼とする。

行政処分等を伴う違反や不正請求等
の調査を想定しています。



7

２ 指導監査③ 行政上の措置

指定取消

効力停止

改善命令

改善勧告

文書指導

口頭指導・助言

行政処分

行政指導

障害者総合支援法第50条、第51条の29
児童福祉法第21条の5の24、第24条の36

障害者総合支援法第49条、第51条の28
児童福祉法第21条の5の23、第24条の35

指定基準に従って適正な事業の運営ができなくなったとき
にも、これら行政上の措置の対象となる

重

軽
基準遵守は事業者の責務です。
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３ 指定基準と最低基準① 指定基準とは

例えば… 指定障害福祉サービス事業者の場合

障害者総合支援法
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（中
核市含む）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（中核市含む）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。

※指定障害者支援施設は障害者総合支援法第44条、指定一般相談支援事業者は同法第51条の23、指定特定相
談支援事業者は同法第51条の24、指定障害児通所支援事業者は児童福祉法第21条の５の19、指定障害児相談
支援事業者は同法第24条の31を参照。

都道府県（中核市含む）の条例で定める基準
※相談支援事業については厚生労働省令で定める基準

指定基準（給付費の対象となるサービスの質を担保）

「知らなかった」では
済まされません。
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３ 指定基準と最低基準② 最低基準とは

障害者総合支援法
第80条 都道府県（中核市含む）は、障害福祉サービス事業（施設を必要とするものに限る。以下
この条及び第82条第2項において同じ。）、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運
営について、条例で基準を定めなければならない。
第84条 都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければなら
ない。

児童福祉法
第45条 都道府県（中核市含まない）は、児童福祉施設（児童発達支援センター含む）の設備及び運
営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体
的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

都道府県（中核市含む）の条例で定める基準
※児童福祉施設については、都道府県（中核市含まない）で定める基準

最低基準（施設を必要とする事業の適正な運営を担保）

事業が限定されます
（次頁参照）。
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３ 指定基準と最低基準③ 一覧

事業種別 指定基準 最低基準

指定障害福祉サービス事業者
【市】青森市指定障害福祉サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

【市】青森市障害福祉サービス事業の設備及び
運営に関する基準を定める条例（療養介護、生活
介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

指定障害者支援施設
【市】青森市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

【市】青森市障害者支援施設の設備及び運営に
関する基準を定める条例

指定一般相談支援事業者
【国】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

-

指定特定相談支援事業者
【国】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

-

指定障害児相談支援事業者
【国】児童福祉法に基づく指定障害児相談支援
の事業の人員及び運営に関する基準

-

指定障害児通所支援事業者
【市】青森市指定通所支援の事業の人員、設備
及び運営に関する基準等を定める条例

【県】青森県児童福祉法施行条例（児童発達支
援センター）

定員、資格など最低基準
にしかない項目もあります。



11

４ 指定基準① 条文の構成

総 則

事業①

事業②

…

事業〇

基本方針
人員に関する基準
設備に関する基準（相談支援は運営に関する基準に）
運営に関する基準

基本方針
人員に関する基準
設備に関する基準
運営に関する基準

共通する項目で同内容のものは、
前出の事業の条文を準用する仕立て

必要に応じて他事業の条文も確認を

長い条例・省令ですが、構成が
わかると理解しやすくなります。
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４ 指定基準② 総則

用語の定義

一般原則（相談支援除く）

暴力団の排除（市条例のみ）

・個別支援計画に基づいた支援
・人格尊重義務
・虐待防止の体制整備

・事業者等及び従業者は、暴力団員又は暴力団員
と社会的に非難されるべき関係にある者であって
はならない

指導監査では、研修資料や各種
マニュアル等で確認しています。
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４ 指定基準③ 基本方針

事業の内容

人格尊重義務（相談支援のみ）

公正中立性の担保（計画相談支援・障害児相談支援のみ）

例えば… 生活介護の場合

青森市指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
第80条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(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、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。
２ 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)は、その提供す
る指定生活介護の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

サービス内容の質の評価も
忘れないでください。
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４ 指定基準④ 人員に関する基準

従業者の員数

・必要な従業者の職種

・必要な従業者の員数

・常勤・非常勤の別

・兼務の可否

→ ・資格や実務経験が必要か？

→ ・単純に員数か？常勤換算か？
・定員や現員に対しての必要数？
過去の実績に対しての必要数？

→ ・常勤での配置が必要か？
・雇用形態で判断していないか？
・常勤の勤務時間数を満たしているか？
※事業所ごとに設定（最短でも32時間/週）

→ ・同一事業所内での兼務の可否？
・同一敷地内での兼務の可否？
・離れた事業所での兼務の可否？

指導監査では、資格証や雇用契
約書（労働条件通知書）、シフ
ト表などで確認しています。
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４ 指定基準⑤ 設備に関する基準

設備・備品等

・必要な設備の種類、広さ

・兼用の可否

・備品

→ ・必要な設備は設置されているか？
・居室の広さや定員は遵守しているか？
・訓練・作業室の広さは十分か？
・事務スペースは十分確保されているか？

→ ・兼用できない設備を兼用していないか？
※相談室、洗面所、便所及び多目的室等は、利用者の支援に

支障がない場合は兼用可

→ ・事業に必要な備品が備えられているか？

※相談支援事業は「運営に関する基準」に同様の項目あり

指導監査では、図面や現地
の状況で確認しています。
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４ 指定基準⑥ 運営に関する基準（１）

共通事項（一部事業を除く）

・利用開始、終了時の手続き
・サービス提供の記録
・利用者負担額等の受領、管理
・法定代理受領の通知
・個別支援計画の作成
・利用者に係る情報の秘密保持
・苦情解決等
・緊急時、事故発生時の対応
・勤務体制の確保
・会計
・記録の保存

…などなど

→ 支給決定市町村への契約内容報告書の提出
→ その都度の確認が必要（居住系は後日一括も可）
→ 領収書の交付を忘れずに
→ 通知は給付費の受領後（翌々月の20日前後）

→ 作成手続きの流れについて今一度確認を
→ 在職中のみならず退職後についても担保
→ 体制整備（マニュアルの整備、周知など）
→ 〃
→ いつ、誰が従事しているのかを明らかに
→ 事業（サービス）ごとに区分が必要
→ 保存年限と保存が必要な書類の確認を

事業種別に関わらず指摘が多い項目です。
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４ 指定基準⑦ 運営に関する基準（２）

訪問系事業所 介護保険制度との違い
・利用開始、終了時の手続き

・法定代理受領の通知

・運営規程

・サービス提供の記録

・記録の保存

…などなど

→ 契約内容報告書の提出は障害のみ

→ 通知が必要なのは障害のみ

→ 障害は介護の内容に加え、「虐待の防止の
ための措置に関する事項」が必要

→ 障害はその都度の確認が必要
介護は申し出があった場合提供

→ 障害はサービスを提供してから５年間
介護は完結してから２年間

特に、契約内容報告書の提出漏れや法定
代理受領の通知漏れが多いです。
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４ 指定基準⑧ 運営に関する基準（３）

日中活動系事業所
・定員の遵守

・従業者の常時配置

・身体拘束

・非常災害対策

・食事（提供する場合）

・就労支援事業会計
の区分

…などなど

→ 原則は定員以内（一定割合以内の超過はあくまで例外）

→ 支援時には、必ず従業者を配置し、利用者だけになる
時間・空間を作らない

→ 三要件の検討、様態等の記録など（国のマニュアルを参照）

→ 地震、火災以外に水害・土砂災害に対する備えも必要

→ 栄養管理が必要（保健所から助言をもらうなど）

→ 生産活動を行う場合は、福祉会計と区分する

特に、全国的に身体拘束や非常災害への
対応が、より重視されつつあります。
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４ 指定基準⑨ 運営に関する基準（４）

居住系事業所 日中活動系の注意点に加え、下記事項に注意

・定員の遵守

・入所者の健康管理

（外部サービス利用型共同生活援助）

・受託居宅介護
サービス事業者

…などなど

→ 障害者支援施設は、認められる定員超過割合が日
中活動系より低い
共同生活援助は、定員超過が認められない

→ 障害者支援施設は、年２回以上の健康診断が必要

→ 居宅介護事業者との契約が必要
個別支援計画への支援内容の位置づけも必要

日中活動系と同様、身体拘束や非常災害への対応に
ご注意ください。
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４ 指定基準⑩ 運営に関する基準（５）

相談支援事業所

（一般）
・サービス提供の記録

（共通）
・掲示

…などなど

→ 訪問系や日中活動系と同様、その都度の記録と利
用者からの確認が必要

→ 運営規程の概要等のほか、地域移行（定着）支援
従事者や相談支援専門員の有する
資格、経験年数の掲示が必要

計画作成の流れも指定基準に記載されていますので、
あわせて確認してください。
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４ 指定基準⑪ 運営に関する基準（６）

障害児通所支援事業所
児童発達支援と放課後等デイサービス
は下記事項に注意

・質の評価及び改善の内容

…などなど

→ 年一回程度インターネット等での公表が必要
公表方法及び公表内容の市への届出も必要
（適切に行われない場合は自己評価結果等未公
表減算減算対象）

詳細は、厚生労働省HPに掲載されている「児童発達支援ガ
イドブック」、「放課後等デイサービスガイドブック」を
参照してください。
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５ 報酬

事業種別 報酬告示 留意事項通知

指定障害福祉サービス事業者 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 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

指定障害者支援施設

指定一般相談支援事業者
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に要
する費用の額の算定に関する基準

指定特定相談支援事業者
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に要
する費用の額の算定に関する基準

指定障害児相談支援事業者
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要す
る費用の額の算定に関する基準 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当

通所支援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

指定障害児通所支援事業者
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当
通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

請求の根拠になる記録や個別支援計画
との整合に留意してください。
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６ その他 確認してほしい通知など

・会計の区分（全事業）

・非常災害（日中活動系、居住系事業）

・施設外就労（就労系事業）

・就労会計（生産活動を行う事業）

・虐待防止（全事業）

介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年3月28日老振発第18号）

障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底につ
いて（平成28年9月9日障障発0909第1号）

就労移行支援事業、就労継続支援（A型、B型）における留意事項について（平成19年4月2
日障障発第0402001号）

就労支援等の事業に関する会計処理の取り扱いについて（平成18年10月2日厚生労働省社
会・援護局長通知）

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（平成30年6月 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）

いずれも大事な通知等です。
各自確認してください。


