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（運営に関する基準）

不適切な事例
●サービス提供記録の記載内容に不備がある（具体的なサービス内容が記載されていない）
●サービス提供記録に記載した内容について、給付決定保護者から確認を受けていない。

給付決定保護者及び事業者が、その時点でのサービスの利用状況等を把握できるようにす
るため、事業者はサービスを提供した際には、当該サービスの提供日、提供したサービスの
具体的内容等、利用者負担額等に係る必要な事項を、サービス提供の都度記録するとともに、
記録した内容について給付決定保護者の確認を得なければなりません。また、サービス提供
記録には、今後のサービス提供に活かすことができるよう、障がい児の心身の状況等を詳細
に記録することが必要です。（入所施設において、当該記録を適切に行うことができる場合
は、後日一括して記録して差し支えありません。）

サービスの提供の記録
※通所支援指定基準第21条、入所施設指定基準第15条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●給付決定保護者に対して、障がい児通所給付費等の金額等を記載した代理受領の通知

が発行されていない。

法定代理受領により市町村から通所給付費等の支払を受けたときは、本来の受領
者である給付決定保護者に対して、「障がい児通所給付受領のお知らせ」等により
代理受領した金額等（内訳金額も併せて示すことが望ましい）を書面により通知す
ること。

毎月、給付決定保護者１人１人に必ず交付しなければなりません。

障がい児通所（入所、相談支援）給付費（等）の額に係る通知等
※通所支援指定基準第25条・第61条、入所施設指定基準第19条・第55条、相談支援指定基準第14条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
● 法人代表者の責任の下、管理者が従業者と協議し、自ら提供する支援の質に

ついての評価を実施していない。

児童発達支援ガイドライン（平成29年7月24日 障発0724第１号 厚生労働省社会
・援護局障害保健福祉部長通知）、放課後等デイサービスガイドライン（平成27年4
月1日 障発0401第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の内容を踏
まえ、より一層支援の質の向上に努めてください。

基本取扱方針
※通所支援指定基準第26条、入所施設指定基準第20条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●提供する指定児童発達支援等の質の評価及び改善（自己評価）を定期的に行えていない。
●指定児童発達支援事業等を利用する障がい児の保護者による評価を受けていない。
●自己評価等の結果の公表について本市に届出を行っていない。
●自己評価の結果について、誰でも閲覧できるよう公表されていない。

自ら提供するサービスが適切かどうかについては、児童発達支援ガイドライン、放課後
等デイサービスガイドラインが策定されていますので、評価表の活用や満足度調査などの
方法により評価し、サービスの質の向上に役立ててください。

評価結果については、自社ホームページに掲載する、重要事項説明書に添付する、事業
所の会報に掲載する、利用申込者に配布するなどの方法により、公表に努めてください。

取扱方針・情報の提供等（児童発達支援・放課後等デイサービス）
※通所支援指定基準第26条第４項
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●児童発達支援管理責任者によるアセスメントが（十分に）行われていない。
●児童発達支援管理責任者が、計画の作成に係る会議を開催しておらず、計画の原案の内容に

ついて意見を求めていない（行っていても、会議の内容を記録していない）。
●個別支援計画等が作成されていない（提供するサービスの内容について、給付決定保護者及

び障がい児に対する説明が行われておらず、同意も得られていない）。
●個別支援計画等を給付決定保護者に交付していない。
●個別支援計画等に、給付決定保護者の同意及び交付を受けた旨の署名等の確認を得ていない。
●児童発達支援管理責任者によるモニタリングが行えていない。また、その結果を記録してい

ない。
●個別支援計画等の見直しが適切に行われていない（少なくとも６月に１回以上）。

個別支援計画等の作成等
※通所支援指定基準第27条、入所施設指定基準第21条

注意 個別支援計画等の作成にかかる一連の業務が適切に行われていない場合、
個別支援計画未作成減算の事由となります。
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●児童発達支援管理責任者が、障がい児の状況を適切に把握していない。
●児童発達支援管理責任者が、他の従業者に計画の内容を説明していない。

（直接支援する従業者が個別支援計画の内容に沿った支援ができていない。）

児童発達支援管理責任者は常に障がい児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な
把握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に障がい児
の生活の質の向上を図るよう努めてください。

入所施設においては、障がい児の心身の状況及び居宅生活において利用可能なサービスを
定期的に従業者間で検討しつつ、居宅生活が可能と認められる障がい児については、給付決
定保護者及び障がい児の希望を勘案しながら、必要な支援を図ってください。

児童発達支援管理責任者の責務（相談及び援助）
※通所支援指定基準第28条・29条、入所施設指定基準第22条・23条・24条
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（運営に関する基準）

児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所及び入所施設は障が
い児の健康管理の把握に努め、医師、又は看護師等その他適切な者を健康管
理の責任者とし、障がい児の健康状態に応じて適切な措置を講じてください。

なお、児童福祉施設（児童発達支援センター、医療型児童発達支援セン
ター、障がい児入所施設）の職員のうち、特に食事を調理する者につき、綿
密な注意を払うこと。

※児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）

健康管理
※通所支援指定基準第33条、入所施設指定基準第28条



37

（運営に関する基準）

不適切な事例
●管理者が従業者への指揮命令及び業務管理を適切に行えていない。

健全な事業運営のために、管理者として従業者に対して、必要な指示や業務等を
指揮命令してください。

また、利用申込者等からの苦情・相談対応や、従業者の日々の動静を把握するこ
となど、利用障がい児やその家族、従業員、事業所全体の管理を行ってください。

管理者の責務
※通所支援指定基準第36条、入所施設指定基準第33号第2項3項、相談支援指定基準第18条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●運営規程と重要事項説明書（及び重要事項の掲示）の間で内容が相違している。

事業者は、指定事業所ごとに次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規
程を定めておかなければならない。

（１）事業の目的及び運営の方針
（２）従業者の職種、員数及び職務の内容
（３）営業日及び営業時間
（４）利用定員
（５）支援の内容並びに給付決定保護者から

受領する費用の種類及びその額
（６）通常の事業の実施地域

（７）サービスの利用にあたっての留意事項
（８）緊急時等における対応方法
（９）非常災害対策
（10）事業の主たる対象とする障害の種類を

定めた場合には当該障害の種類
（11）虐待の防止のための措置に関する事項
（12）その他運営に関する重要事項

運営規程
※通所支援指定基準第37条・第63条・第71条の13、入所施設指定基準第34条、

相談支援指定基準第19条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●事業所ごとに作成すべき勤務予定表（原則として月ごと）が作成されていない。
●すべての従業者（管理者、医師、看護職員等を含む）が記載された勤務予定表となって

いない。
●人員の基準が満たされているか、確認を行っていない。
●勤務予定表に従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等が明記

されていない。
●加算の対象となる従業者等（特に非常勤職員等の短時間雇用従業者）の勤務条件が、

雇用契約書等により明確になっていない。
●法人代表や役員が従業者として勤務した時間数を把握していない。

注意点・改善のポイントは次のページ

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条
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（運営に関する基準）

指導員ごとのシフト表だけを作成している事業所がありますが、これでは管理者が把握する項
目としては不十分です。勤務体制の確保のため、勤務（予定・実績）表は、月ごと、事業所（施
設）ごとに作成する必要があります。

作成にあたっては、管理者を含めた当該事業に関わる従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤
の別、職種、他の職種等との兼務関係を明確にしたものとしてください。

複数の障がい児通所支援等の事業を多機能型として行っている場合は、それぞれの事業の勤務
体制を含めた勤務予定表として作成しても差し支えありません。

従業者が複数の職種を兼務している場合（管理者が児童発達支援管理責任者を兼務している場
合を除く）、職種ごとの勤務時間を明記する必要があります。

管理者は、常に事業所（施設）の人員基準が満たされているかどうか、勤務予定表等により管
理してください。また、給付費等の算定において、人員欠如減算の対象となる事業については、
従業者の勤務実績時間数を把握し、人員基準を満たしているかを毎月確認してください。

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●管理者及び従業者等（特に非常勤職員等の短時間雇用従業者）の勤務条件が雇用契約書

等により明確になっていない。
●夜勤や宿直を行う従業者等の勤務条件が就業規則や雇用契約書等により明確になってい

ない。

常勤・非常勤を問わず、従業者に労働条件（雇用期間、就業場所、従事する業務、勤務時
間等）を書面で示すこと（労働条件通知書・雇用契約書等を作成して交付する）が必要です。

より良いサービスの提供は、より良い労働条件の下でのみ確保されるとの考えから、労働
基準法等、労働関係法令を遵守することが大切です。

実地指導等において、雇用契約書等で事業者の指揮命令系統が確立しているか、従業者の
労働条件等を示しているかなどについて確認します。

また、法人代表、役員が管理者、児童発達支援管理責任者等の常勤従業者となる場合も、
就業場所、従事する業務、勤務時間等を明らかにしてください。

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条
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（運営に関する基準）

人員基準における職員の「常勤」について、誤った認識をしている事業所があります。人員基
準において必要な人員の「常勤」と「常勤換算」の違いについてご注意いただき、事業所に配置
している職員が人員基準を満たしているかどうか確認してください。
「常勤」とは

指定障がい児通所支援事業所等における勤務時間が、当該指定障がい児通所支援事業所等にお
いて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32 時間を
下回る場合は32 時間を基本とする）に達していることをいう。

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられ
ている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的
に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間として取り扱うことを可能とする。
「常勤換算」とは

指定障がい児通所支援事業所等の従業者の勤務延べ時間数を、当該指定障がい児通所支援事業
所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障がい児通所支援
事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●研修が計画的に実施されていない。または非常勤の従業員について研修が実施されてい

ない（一部の従業者しか研修を受けていない）。
●研修（内部、外部を含む）の実施記録等が保存されていない。

運営規程に定めた研修回数により年間計画等を策定し、従業者の資質の向上のため実施し、
実施後は参加者名簿、研修内容、資料等も含め、記録を残してください。

また、研修は内容に応じて、事業所で勤務する非常勤の指導員や運転手等を含め、従業者
全員が対象となります。

事業所として、取り組むべき研修の内容としては、従業者の技術向上のほかに、職員のモ
ラル、感染症、事故やひやり・はっと、虐待防止、苦情対応などが考えられます。研修に参
加できなかった従業者や新規従業者のためなどに記録を残し、別途研修を受けさせる等、個
別に対応するなどして従業者の質の向上に努めてください。

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条
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（運営に関する基準）

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条

障がい福祉の現場において、全ての障がい福祉サービス等事業者等を対象に、運営基準により適切な職
場環境維持（ハラスメント対策）を求めることとなりました。

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）」第
11条第1項及び「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
（昭和41年法律第132号）」第30条の2第1項の規定に基づき、事業者には職場におけるセクシュアルハラ
スメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理
上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものです。

【参考：厚生労働省作成 ハラスメント対策マニュアル及び職員向けリーフレット等掲載ＵＲＬ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html
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（運営に関する基準）

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条

なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず保護者等から受けるものも含

まれることに留意してください。

また、障がい児による従業者に対する問題行動については、従業者の就業環境が害されることを

防止するため、従業者からの相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備等を講じることが望ましいとされています。

さらに、障がい児の問題行動が逓減し、障がい児の心身が健やかに成長・発達等するよう支援を

していくことが必要であることに留意してください。



46

（運営に関する基準）

勤務体制の確保等
※通所支援指定基準第38条、入所施設指定基準第35条、相談支援指定基準第20条

ア 事業者が講ずべき措置の具体的内容
ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明
確化し、従業者に周知・啓発すること。

ｂ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ

定め、従業者に周知すること。

イ 事業者が講じることが望ましい取組について
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防

止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適
切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談
対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の
実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されているので参考にしてください。
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が整備されていない。
●非常災害に関する具体的な計画（非常時の連絡体制や地震を含む自然災害を網羅した避

難マニュアルを含む）が策定されていない。
●非常災害計画や、関係機関への連絡体制を保管しているが、災害時に従業員が速やかに

通報できる体制が周知徹底できていない。

●定期的な避難、救出、消火、その他必要な訓練が行われていない。

平成29年、水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）が施行され、洪水浸水想定
区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難
訓練の実施が義務付けられました。対象区域内の事業者で、避難計画を未だ作成していない等、
義務の履行ができていない事業所の管理者は、早急に対応してください。
「水防法改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」

http://www.city.Osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000409706.html（大阪市HP)

非常災害時対策
※通所支援指定基準第40条、入所支援は入所施設指定基準37条、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準第6条

http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000409706.html
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●従業者（常勤・非常勤職員）の健康診断が実施されていない、又は実施されていた場合であっ

ても、その結果を把握し記録を残すなどの方法により、適切な管理が行われておらず従業者の
健康状態が把握できていない。

管理者は従業者（施設職員含む）の清潔の保持及び健康状態について管理を行うことが必要で
す。従業者の健康管理については、労働安全衛生規則第４３条及び第４４条を遵守し、採用時及
び年１回の健康診断の実施を徹底してください。短時間のパートタイム雇用等で、事業主による
健康診断の実施が義務付けられていない従業者に関しては、加入している健康保険組合が実施す
る健康診断等を受診した結果を提出させ記録する等、健康状態を定期的に把握するよう必要な措
置を講じてください。

なお、従業者等の健康診断の結果について把握した内容は、実地指導時において確認しますの
で、全従業者の健康診断の受診日一覧表を作成するなどにより、従業者の受診状況について把握
し、保管してください。

衛生管理等
※通所支援指定基準第41条、入所施設指定基準第38条、相談支援指定基準第22条
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衛生管理等

●感染症マニュアルを整備し、その内容を従業者に周知するなどして、感染症の予防に
必要な措置をとっていない。

●事業所（施設）の設備及び備品等について、衛生的な管理が行われていない。

従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、次の事項を行うなど
対策を講じることが必要です。

①共用タオルの廃止、マスクの着用、手洗い・うがいの励行など
②手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備える。
③できる限り利用者同士が接近しないようにする（ソーシャルディスタンス）
④感染症マニュアルを整備し、従業者に周知する。
⑤感染予防に関する研修を行う。（新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒など）

（運営に関する基準）
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●障がい児の保護者や利用を希望する保護者が見やすいところに重要事項の掲示がされていない。
●従業者だけが出入りする場所に重要事項を掲示している。
●運営規程しか掲示されておらず、事故発生時の対応、秘密保持、個人情報の保護、苦情相談の窓

口、苦情解決体制及び手順が欠落している。
●掲示内容が、運営規程や重要事項説明書の内容と相違している。

重要事項説明書の内容（項目）を掲示してください。
掲示するスペースが確保できないなどの場合は、ファイル等に入れ、受付などの見やすい

場所に立てかけるなど、誰もが閲覧できるように工夫をお願いします。
また、掲示する位置や文字を大きくするなど、利用申込者が見やすいよう工夫して掲示し

てください。苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順については、基準第50条（苦情解
決）においても必要な措置を講じるよう規定されています。

掲 示
※通所支援指定基準第43条、入所施設指定基準第40条、相談支援指定基準第23条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●従業者の秘密保持義務について、就業規則又は雇用契約書、誓約書等に明記されていない。
●従業者の退職後における秘密の保持が、就業規則等に明記されていない。

従業者の秘密保持義務について、在職中と併せて当該従業者の退職後における秘密保持義
務を就業規則、雇用契約書、誓約書等に明記してください。

また、業務上漏洩してはならない内容が、「障がい児及びその家族の情報」であることを
はっきり明記してください。

秘密保持等
※通所支援指定基準第47条、入所施設指定基準第44条、相談支援指定基準第24条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●個人情報の使用について、障がい児及びその家族等から文書による同意を得ていない。
●障がい児の家族等から使用同意を得る様式になっていない。
●家族の同意欄が、家族代表のみとなっており、複数名の家族から同意を得ることができる

様式になっていない。

事業者が、利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報（家族に関するものもあ
り得ます。）を他の指定障がい福祉サービス事業者等と共有するためには、あらかじめ文書
により利用申込者及びその家族から（包括的な）同意を得ておくことが必要です。

同意を得る家族については、家族代表としての同意ではなく、個人情報を使用すると思わ
れる家族全員の同意を得る様式としてください。（家族の同意欄は複数設けること）

秘密保持等
※通所支援指定基準第47条、入所施設指定基準第44条、相談支援指定基準第24条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●苦情解決に関する記録様式（報告書、台帳等）が作成されていない。
●苦情解決の内容が記録様式に記録されていない。
●苦情の内容で「その後の経過」、「再発防止のための取組み」が記録されていない。
●事業所として、「再発防止のための取組み」が行われていない。

組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録し、原因の解明
（分析）を行うなど再発防止のための取組みを行うようにしてください。

また、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容
を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う必要があることから、研修を行い、併
せて次の事項を行うなど積極的な取組みを行ってください。

●苦情解決の要領・マニュアル（手順）の作成（報告書等様式を含む）
●苦情受付の確立・体制の整備 ●再発防止処置（原因の解明、分析）
●第三者委員の設置 ●サービスの評価、満足度調査 ●研修会の開催

苦情解決
※通所支援指定基準第50条、入所施設指定基準第47条、相談支援指定基準第27条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●事故、ひやり・はっと事例に関する記録様式（報告書、台帳等）が作成されていない。
●事故が発生した際に、利用者の保護者・家族、支給決定を行う市町村への連絡がなされて

いない。
●事故の内容で「その後の経過」、「再発防止のための取組み」が記録されていない。
●事業所として、「再発防止のための取組み」が行われていない。

事故が発生した場合は、必要な措置（医療機関への搬送等）を行うとともに、事故の状況
や措置した内容を、速やかに障がい児の家族に報告してください。

また、市町村（障がい児の給付決定市町村、大阪市内の場合は大阪市福祉局障がい者施策
部障がい支援課）への報告が必要です。（軽微なものは除く。）

事故発生時の対応
※通所支援指定基準第52条、入所施設指定基準第49条、相談支援指定基準第28条
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（運営に関する基準）

事故等の記録は、軽微なものであっても、台帳や報告書に記載してください。
組織として迅速かつ適切に対応するため、当該事故の発生日、内容等を記録し、原因の

解明（分析）を行うなど、事業所全体で再発防止のための取組みを行うことが必要です。

●事故対応の要領・マニュアル（手順）の作成（報告書等様式を含む）
●リスクマネジメント体制の確立（リスクの抽出等）
●再発防止処置（ひやり・はっと事例を含む原因の解明、分析）
●損害賠償保険の加入 ●サービスの評価、満足度調査 ●研修会の開催など

※事業所に自動体外式除細動器（AED）を設置することや救命講習等を受講することが望
ましい。事業所の近隣に設置があり、緊急時に使用できるような体制を構築することで
も差し支えありません。

事故発生時の対応
※通所支援指定基準第52条、入所施設指定基準第49条、相談支援指定基準第28条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●指定事業所（施設）ごとに経理が区分されていない。
●当該事業の会計とその他の事業の会計が区分されていない。

指定事業所（施設）ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分す
ることが必要です。共通して必要となる事務的経費（光熱水費、事業所賃借料等）につい
ては、収入割、人員割、面積割等の按分で、支出を区分してください。

例）児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など多機能型として
行っている事業所は、それぞれの事業ごとの収入と支出の金額がわかるように
してください。

会計の区分
※通所支援指定第53条、入所施設指定基準第50条
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（運営に関する基準）

不適切な事例
●指定事業所で必要な記録が整備されていない。
●サービス提供に関する諸記録が５年間保存されていない。
●鉛筆や、消せるボールペンなどにより記載されている。

指定事業所（施設）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
りません。

また、支援提供に関する記録、個別支援計画、給付決定保護者に関する市町村への通知、身体拘
束、苦情内容、事故発生の状況と処置等の記録を適切に整備し、５年間保存しなければなりません。

なお、諸記録の保管方法は、電子媒体であっても差し支えありませんが、情報漏洩などのセキュ
リティ対策、データ破損等に備えたバックアップ、必要に応じていつでも取り出し、印刷できるな
どの体制を確保しておく必要があります。

記録の整備
※通所支援指定基準第54条、入所施設指定基準第51条、相談支援指定基準第30条


