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〇権限移譲について

平成31年4月1日から法改正により、指定権限や届出先が変更となりました。

１ 平成31年度の制度改正について

１ 業務管理体制の届出

２ 障害児通所支援事業者の指定等
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〇業務管理体制の届出

目的
不正行為の未然防止及び利用者等の保護と障害福祉サービ
ス等の事業運営の適正化

対象事業者 内 容

全事業者 「法令遵守責任者」を選任すること

事業所等の数が20以上の事業者 上記に加え「法令遵守規程」を整備すること

事業所等の数が100以上の事業者 上記に加え「業務執行の状況の監査」を定期的に行うこと

１ 平成31年度の制度改正について



3

〇業務管理体制の届出

区 分 提 出 先

事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働大臣

特定相談支援事業・障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一
市町村内に所在する事業者

市町村の長

すべての事業所等が１の指定都市に所在する事業者 指定都市の長

上記以外の事業者 都道府県知事

Ｈ31.3.31までの届出先

Ｈ31.4.1以降の届出先

区 分 提 出 先

事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働大臣

特定相談支援事業・障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一
市町村内に所在する事業者

市町村の長

すべての事業所等が１の指定都市に所在する事業者 中核市の長

上記以外の事業者 都道府県知事

１ 平成31年度の制度改正について
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〇障害児通所支援事業者の指定等について

地方自治法施行令及び児童福祉法施行令の改正により、Ｈ31.4.1以降、障害児通
所支援の指定権限が中核市に移譲された。

○指定等の申請・届出（新規指定、指定更新、指定内容の変更等）は、

Ｈ31.4.1以降、青森市障がい者支援課に提出すること。

○基準条例は、

「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」

１ 平成31年度の制度改正について



5

２ 各種申請・届出について

〇変更・廃止･休止届出

【変更の届出】

・届出書の提出期限 ： 変更のあった日から１０日以内
※算定する報酬の単位が増える場合 → 算定開始の前月１５日

【廃止・休止の届出】

・届出書の提出期限 ： 廃止又は休止の日の１カ月前
※廃止・休止の場合は、現在の利用者の受け入れ先リスト

も併せて提出すること。
※休止事業所が再開した場合 → 再開の日から１０日以内

届出に関し、確認事項がある際は、事前に、
障がい者支援課までご相談ください。
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２ 各種申請・届出について

〇変更・廃止･休止届出

【提出書類】

①変更届出書（様式第２号）
②障害福祉サービス事業等変更届出書（様式第７号）
③変更事項に応じた添付書類

※ 各種申請･届出に係る様式は、市ホームページを参照してください。

http://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo-koyou/jigyousya/fukushi-kaigo-jigyousya/fukushi-

jigyou/02/index.html
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２ 各種申請・届出について

〇指定の更新申請

【更新申請】

・指定の有効期間は6年間
・申請書の提出期限: 令和2年度に有効期限を迎える事業者は、

有効期限が満了する月の１日までに指
定更新申請書を提出すること。

※ 更新申請に係る様式は、市ホームページを参照してください。

http://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo-koyou/jigyousya/fukushi-kaigo-jigyousya/fukushi-

jigyou/02/index.html



２ 各種申請・届出について

〇指定申請

申請書の提出期限 ： 事業開始予定月の前月１日(必着)
※すべての書類が不備のない状態で提出された場合、翌月1日指定となります。

【新規の指定申請】

【事前協議】

生活介護・就労継続支援Ａ型及
びＢ型・共同生活援助・児童発
達支援・放課後等デイサービス
の新規指定・定員増の場合

申請書提出前に、
障がい者支援課へご相談ください。

事業所の予定地または、予定建物が、
障害福祉サービス事業所として利用可能かどうかにつ
いて、事前に青森市建築指導課にご確認ください。
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２ 各種申請・届出について

〇指定申請

【関係法令に係る手続について】

・建築基準法
・消防法
・農地法
・食品衛生法
・労働基準法等

各所轄庁の手続を経た上で
申請(届出）すること

※事業所の新設、移転の際は必ず消防本部予防課に｢防火対象物使用開始届」の提出の必要があるか
確認すること。
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３ 報酬算定の取扱について

〇報酬等算定の取扱い

〇次の厚⽣労働省告⽰等を必ず確認すること。
【指定障害福祉サービス・指定障害者支援施設】
・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（平成１８年９月２９日厚⽣労
働省告⽰第５２３号）⇒「報酬告⽰」
・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（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号）⇒「留意事項通知」

【地域相談支援】
・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（平成２４年３月１４日厚⽣労働省告⽰第１２４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（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号）
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３ 報酬算定の取扱について

〇報酬等算定の取扱い

〇次の厚⽣労働省告⽰等を必ず確認すること。
【障害児通所・入所支援】
・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（平成２４年３月１４日厚⽣労働省告⽰第１２２号）
・児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費⽤の額の算定に関する基準（平成
２４年３月１４日厚⽣労働省告⽰第１２３号）
・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（平成２４年３月
３０日障発第０３３０第１６号）
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４ その他の注意事項

〇特定相談支援及び障害児相談支援について

【相談支援専門員の員数の標準】

１人の相談支援専門員が担当する
計画相談支援対象障害者等の数 （ ＋ 障害児相談支援対象保護者の数 ）
→ ３５人 又は その端数を増すごとに１人

※計画相談支援対象障害者等の数は、前６月の平均値
（新規指定の場合は推定数）
担当件数が４０未満 サービス利用支援費（Ⅰ）

継続サービス利用支援費（Ⅰ）
担当件数が４０以上 サービス利用支援費（Ⅱ）
（４０以上の分） 継続サービス利用支援費（Ⅱ）
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４ その他の注意事項

〇特定相談支援及び障害児相談支援について

【アセスメントやモニタリング】
第１２条第２項
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。

第１２条第３項
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、法第五条第二十三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。

アセスメントやモニタリングは必ず利用者の居宅等（居宅、精神科病院、療
養介護事業所、ＧＨ、障害者支援施設など）を訪問して行うこと

※障害児相談支援の場合は、必ず居宅において実施すること
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４ その他の注意事項

〇人員欠如に該当する場合

①サービス提供職員が、人員配置基準上必要とされる員数から
〇１割を超えて欠如の場合、
→ 翌月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算
〇1割の範囲内で欠如の場合、
→ 翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減
算

②サービス管理責任者の欠如
→ 翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について
減算(所定単位数の１００分の７０)
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４ その他の注意事項

〇個別支援計画未作成の場合

個別支援計画が作成されずにサービスが提供されていた場合、当該月から当該状
態が解消されるに至った月の前月まで、該当する利⽤者につき減算
（所定単位数の１００分の７０）
※減算が適用された月から３月以上解消されない場合、減算が適用された
３月目から解消されるに至った月の前月まで減算
（所定単位数の１００分の５０）

【注意】

①サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画を作成すること。

②指定基準に定める個別支援計画の作成に係る一連の業務を適切に⾏

うこと。
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４ その他の注意事項

〇食事提供体制加算について

・原則、当該施設の調理員が当該施設内の調理室において調理し、提供されたも
のについて算定が可能。（外部への委託も可能）

・施設外で調理されたものを提供する場合は、次の場合にのみ算定が可能。
①クックチル、クックフリーズ又は真空調理（真空パック）により急速に冷却
又は冷凍したものを再度加熱して提供するもの
②クックサーブにより提供するもの
※出前や市販の弁当を購入して利⽤者に提供した場合は加算対象外。
※実習により利用者と一緒に食事を調理し、提供した場合も加算対象外。

・個別支援計画に⾷事の提供を位置付ける必要があることに留意
・栄養士や保健所等の助言を受けたうえで献立は作成すること



17

４ その他の注意事項

〇福祉・介護職員処遇改善（特別）加算・福祉・介護職員特定処遇改善加算について

令和元年10月から新設された福祉・介護職員特定処遇改善加算は、従来の福祉・
介護職員処遇改善（特別）加算と賃金改善と対象となる職種が異なります。
従来加算では、管理者、サービス管理責任者は、賃金改善の対象職種ではありま

せんので、ご注意ください。

加算種類 対象職種

福祉・介護職員処遇改善（特別）加算
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、
障がい福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行
支援員、就労支援員、訪問支援員

福祉・介護職員特定処遇改善加算
（令和元年10月1日から新設）

上記福祉・介護職員を含むあらゆる職種
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４ その他の注意事項

〇非常災害対策について

消火設備その他の非常災害に際して必要な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及び利用者に周知しなければならない。

〇根拠法令

・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 第７３条

・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 第５６条

火災、水害・土砂災害、地震等の災害に

対処するための計画を策定すること
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４ その他の注意事項

〇障害福祉サービス等情報公表システムについて

目的 利用者へのサービスに関する適切な情報の提供
※指定障害福祉サービス等を提供する事業者は、WAMNETが運営する情報公表システムによる報告が義務づけら
れています。報告は、毎年サービスごとに行う必要があります。

令和2年4月1日より前から指定を受け
ている事業所

令和2年4月1日以後に指定を受けた事
業所

事業者からの
報告開始日及び報告期限

報告開始日：令和2年5月1日
報告期限：令和2年7月31日

報告開始日：指定を受けた日
報告期限：指定日から1か月以内

市の公表時期 報告後2か月以内 報告後1か月以内

法人及び事業所等の名称、所在
地、電話番号、ＦＡＸ番号、
ホームページ及びメールアドレ

スの変更

重要な事項のため、変更があった場合、速やかに報告
（左記以外の項目は翌年度に報告）

※https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.doで公表されています。
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４ その他の注意事項

〇事故報告について

利用者に事故(けが、感染症等）が発生した場合は、直ちに障がい者支
援課及び支給決定をしている市区町村に電話で第一報を入れること。

※負傷については、入院の有無にかかわらず外部の医療機関で受診したものは、速やかに第一
報を入れること。

※食中毒及び感染症（インフルエンザ含む）の発生については、病原体が確定する前であって
も、症状からその疑いが持たれた時点で速やかに第一報を入れること。
また、同時に同様の内容を青森市保健所にも報告し、指導を仰ぐこと。
※第一報がなく後日事故報告書のみが提出されるケースが散見されるため、事故発生時の処理
手順を従業者に周知すること。

入浴・トイレ介助中の事故や生産活動中の負傷、誤薬に関する
報告が多いことから、利用者に対する見守り体制や人員体制等、
安全管理について自主的に確認及び見直しを行うこと。
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４ その他の注意事項

〇年度の初めにご提出いただく必要がある書類

提出書類 提出が必要な事業所 提出期限

就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関す
る届出書
（平均労働時間に関する届出）

全ての就労継続支援A型事業所 令和2年4月15日

就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関す
る届出書
（平均工賃に関する届出）

全ての就労継続支援B型事業所 令和2年4月15日

就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する
届出書
（就職後6月以上の定着率に関する届出）

全ての就労移行支援事業所 令和2年4月15日

就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する
届出書
（就労継続者数に関する届出）

全ての就労定着支援事業所 令和2年4月15日

就職状況報告書
全ての就労継続支援A型事業所・就労移行支
援事業所

令和2年4月30日

処遇改善加算計画書 加算を算定する全ての事業所 令和2年4月15日

様式等は下記HPをご参照ください。
http://www.city.aomori.aomori.jp/shougai-shien/sangyo-koyou/jigyousya/fukushi-kaigo-
jigyousya/fukushi-jigyou/hoshu.html
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４ その他の注意事項

〇就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書について

・令和2年度からの変更点
就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書に加え、就

職日や届出時点で雇用が継続していることを確認するため、雇用契約
書、労働条件通知書等を添付すること。
なお、就職者の状況を事業者が企業に訪問して企業の担当者からの

確認をもらう等の方法によることも差し支えない。

※詳細は、「【厚生労働省通知】就労移行支援事業の適正な実施につ
いて 」をご覧ください。


