
書類整備の具体的なポイント

沖縄県八重山福祉事務所福祉班



第２部のおはなし

●そもそも「書類整備」って？
～面倒くさいけど大事な業務～

●種類別！書類整備の具体的なポイント
～これさえ押さえれば指導も怖くない！？～



そもそも「書類整備」って？

～面倒くさいけど大事な業務～



なぜコンプライアンスが必要なの？

ステークホルダー（利害関係者）への説明が求められる
から。

事業者

利用者・
家族

株主・
会員

地域社会

実習先
企業

行政機関
職員

保険者

債権者



どんなことを説明しなくちゃいけないの？

利用者の自立に

向けた支援が

できているか。

適正な手続きを経て

サービスを

提供しているか

サービスを提供する上での

基本的な体制が整っているか

提供サービスの
質の確保

サービス
提供手続き

事業所運営

説明責任を果
たすためには
文書で整備し
ておくことが
必要！

書類整備は事業所/従業員を守るために超重要！…面倒。

いくら口頭で
「ちゃんとやって
ますよ！」
って言っても
証明できない…。



どんな書類が必要なの？

• ケアマネジメント関連
提供サービスの

質の確保

• 契約関連
• 報酬請求関連

サービス

提供手続き

• 事業運営の方向性と基本事項
• 雇用・労務管理
• 施設・設備管理
• リスク管理

事業所運営



書類の「整備」～作成、整合、更新、共有、保管

作成

整合

更新共有

保管

整備



書類の「整備」～作成、整合、更新、共有、保管

•自分たちの事業や事業所について説明を求められた時に十分に説明できる内容となっている
か。作成

• あるべき手順に沿って、関係書類が順序良く作成されているか。
•同じ内容が記載されているべき書類は同時に更新されているか。転記に誤りはないか。整合

•最新の状態がきちんと書類に落とし込まれているか。更新

•必要な情報を必要な職員（経営層/管理層/現場層）に必要なタイミングで周知できているか。
•サービスの標準化、サービスの改善、緊急時対応等につなげられているか。共有

• どこに、どの書類があるかわかりやすく整理されているか。保管



種類別！書類整備の具体的なポイント

～これさえ押さえれば指導も怖くない！？～



どんな書類が必要なの？

• ケアマネジメント関連
提供サービスの

質の確保

• 契約関連
• 報酬請求関連

サービス

提供手続き

• 事業運営の方向性と基本事項
• 雇用・労務管理
• 施設・設備管理
• リスク管理

事業所運営
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事業所運営①基本事項

【運営規程】

指定基準で定められている事項は漏れなく含まれていますか。

⇒別添「運営規程に盛り込むべき内容一覧」参照

法令名や内容は最新のものに更新されていますか。

⇒×障害者自立支援法 ◯障害者総合支援法

重要事項説明書、利用契約書、パンフレット等と整合性はと
れていますか。

⇒同じ内容の書類の更新は同時に！

利用者が確認しやすい場所に掲示してありますか。

⇒「確認しやすい場所」が大事。ファイリング形式でも可。

県障害福祉課へ届け出た内容と一致していますか。

⇒別添「変更届が必要な事項一覧」



事業所運営①基本事項

【定款】

該当する事業は定款上に位置づけられていますか。

⇒位置づけがなければ実施不可能。

⇒就労継続支援Ａ型運営法人は専ら社会福祉事業を
行う者でなければならない。

法令名等は更新されていますか。

⇒×障害者自立支援法 ◯障害者総合支援法

事業名は法令上正確な表現ですか。

⇒×「障害者総合支援法に基づく訪問介護」◯「障害者
総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護」…等。



事業所運営①基本事項

【会計書類】

事業ごとに会計区分はされていますか。

⇒障害福祉：居宅介護、重度訪問介護、介護保険：訪問介
護、介護予防訪問介護、総合事業訪問型サービスの区
別（一部例外あり。）

⇒共通経費については、決算時に各法人で定めた合理性
のある基準で按分する。（ex. 収入額による按分、従事
者の人数による按分、利用者の人数による按分…等。）

（支出等を按分する場合）按分の基準は明確に文書で定めら
れていますか。

⇒毎年同じ基準で事業ごとの収支状況を把握するために明
確にしておく。



事業所運営②雇用・労務管理

【組織図】

全ての事業所において、それぞれの法定基準を満たす人員
は配置されていますか。

指定基準に抵触する兼務・兼職はありませんか。

⇒「常勤」と「専ら」要件に注意が必要。

【雇用契約書・労働条件通知書】①

従業者全員に対し、雇用契約の締結もしくは労働条件通知
書の交付を行っていますか。

法人名・法人代表者名・法人印で契約していますか。

⇒契約の主体になれるのは、個人又は法人のみ。法人格を
有しない事業所名での契約は不適切とされる恐れあり。

cf. 「事業者」＝法人と「事業所」＝事業所の違い



事業所運営②雇用・労務管理

【雇用契約書・労働条件通知書】②

日付、署名、押印等に漏れはありませんか。

⇒割印等も含め、適切に整備していますか。

（就労継続支援Ａ型の場合）利用者とも雇用契約を締結
していますか。

⇒利用契約とは別に雇用契約も必要。

（就労継続支援Ａ型の場合）最低賃金の改定はしていま
すか。

⇒沖縄県：737円（H29.10.1改正）



契約書の割印と契印（参考）
割印：個々の契約書の中身を当事者各々が
勝手に入れ替えていないことの証明

契印：複数の契約書の内容
が同一であることを証明

【製本している場合】

契約書
（裏表紙）

甲

乙

契約書
（表紙）

甲

乙

裏も
押印必要！

契約書本体と製本
テープ（or製本紙）
の境目に押印。

【ホッチキス止めのみの場合】

（契約書本文見開き）

全ページ押印必要！

甲

乙 各ページ
見開きの
境目に押印。

契約書
契約書
（表紙）

甲 乙

甲
乙
両
者
の
契
約
書
を

少
し
ず
ら
し
て
重
ね
、

そ
の
境
目
に
押
印
。

甲用（印上半分）

乙用（印下半分）



事業所運営②雇用・労務管理

【秘密保持関連（雇用契約書、誓約書、就業規則等）】

業務上知り得た秘密について、在職中のみならず退職
後も保持することについて誓約書をとる等の措置をとっ
ていますか。

⇒就業規則での規定、雇用契約書での規定等でも可。

【出退勤管理】

指定基準で配置が定められている者について、役員も
含めて出勤簿やタイムカードで出退勤管理をしています
か。

⇒時間ベースで配置が定められている者（常勤換算が
適用される者）については、役員も含めてタイムカー
ドの整備が望ましい。



事業所運営②雇用・労務管理

【健康診断】

必要な健康診断（採用時及び採用後の定期健康診断）を実
施していますか。

健康診断の結果の写しを事業者として保管していますか。

⇒診断結果を基に、従業者の業務量や配置を検討。

【研修記録】

採用時研修を実施していますか。また定期的に内部研修を
行う/外部研修に参加させることをしていますか。
⇒介護技術、虐待防止、身体拘束廃止、安全衛生管理 等

参加した研修の内容を、受講できなかった従業者も含めて共
有していますか。

⇒ミーティング記録、回覧押印等で共有したことが分かるよ
うにしておくこと。



事業所運営③施設・設備管理

【平面図】

指定申請以降に変更がある場合は届け出ていますか。

⇒別添「変更届必要事項一覧」参照。

【消防署への届出】

適時適切に届け出ていますか。

⇒建築物の規模、用途、収容人員等により届出の要否
が異なる。（該当/非該当が不明瞭な場合は、消防署
へ照会すること。）

【火災保険等】

継続して更新されていますか。

⇒更新忘れに要注意！



事業所運営④リスク管理

【苦情処理、非常災害対策、緊急時対応等】

対応マニュアルは整備されていますか。（更新含む。）

記録様式は整備されていますか。

対応マニュアルに沿った対応はなされていますか。また、記
録されていますか。

発生/再発防止策（訓練等含む）は検討され、実施され、共有
され、記録されていますか。

必要事項は関係機関に報告されていますか。

⇒次ページ以降参照。

【賠償責任保険】

継続して更新されていますか。

⇒更新忘れに要注意！



マニュアルの作り方①２種類のマニュアル

普遍型 個別型

例

介護技術
（感染症予防含む）衛生管理
接遇
虐待防止
身体拘束廃止 …等。

緊急時対応（事故、感染症、虐待、身
体拘束発生時等含む）
苦情対応
非常災害対策 …等。

内容
一般的な知識 事業所/事業者、利用者、状況によっ

て対応が違う手順（誰が、いつ、どの
ような情報をもとに、どう判断し…等）

参考例

オンライン上にいっぱい。
かつわりとそのまま使える…

オンライン上にいっぱい。
…但し！！

カスタマイズ
が必要！！



マニュアルの作り方②そもそもマニュアルって？

普段と違うことが起きた時に

焦って判断ミスを
しないために

普段やるべきことを

いつでも誰でも変わらず
やれるように

予め方法/手順を決めておくもの

個別型普遍型



マニュアルの作り方②カスタマイズの手順

1. いくつか自分の事業者/事業所と状況が似てそうな事業者/
事業所のマニュアルをオンライン等で拾ってくる。

2. それらを基にどんな時にマニュアルが必要になるか（予め
手順を決めておかないと焦って判断を間違えかねない状
況）を可能な限り挙げる。

3. ２で挙げた状況において、どんな判断が必要か、誰が判断
すべきか、その判断にはどのような情報が必要か、誰がそ
の情報を収集できるかを考える。

4. 似たような状況をまとめ、体系化する。

5. 体系化したものを文章化してみる。（５Ｗ１Ｈをはっきりさせ
る。）

6. 文章化したものを図解してみる。（フローチャートの場合は
矢印に番号をふる等、順序が明快になるようにする。）



マニュアルの作り方③使えるものにするために

状況の想定は現場層を巻き込む。

文章化、図解した後も現場層に意見を求める。（本当に意味
が分かる？すぐ実践できる？）

図解は出来るだけシンプルに。ただし必要十分な情報は必ず
含む。（判断を下す人の連絡先等。着任初日の人もとりあえ
ず誰に相談すればいいかは最低限わかる形にする。）

定期的に読み合わせや訓練等を行って、更新すべき箇所が
ないか確認するとともに、いざという時にすぐ身体が動くよう
にする。

記録が必要なものは、記入必須項目を細かく設定する/選択
式にすることで、記載漏れを防ぐことができる。

自治体等への報告が必要な事項は、報告の手順が盛り込ま
れているか確認する。



コンプライアンス活動を進めるために

経営層・管理層によるコンプラ
イアンスの方針の提示

現場レベルも含めた全体での具体策協議

例）マニュアルをみんなで作ってみよう！

現場で実施された良い取り組みの

適正な評価「いいことしたら報われる」

組織全体の取組みへ
「みんなでやってみよう」



サービス提供手続き①契約関連

【サービス利用契約書】①

法人名・法人代表者名・法人印で契約していますか。

日付、署名、押印等に漏れはありませんか。

割印・契印は適切にされていますか。

契約内容は最新のものに更新されていますか。

具体的な契約内容等を別紙で定める場合、別紙の漏れ
はありませんか。

⇒別紙は契約書本体と一体的に扱うこと。

利用者等への説明・同意・交付は確実に行っていますか。

⇒署名、押印、契印等を行う意味。



サービス提供手続き①契約関連

【サービス利用契約書】②

運営規程や重要事項説明書、パンフレット等と整合性は
とれていますか。

⇒よくある不整合：

・自己負担の請求日及び支払日、請求方法等

契約の自動更新について定義されていますか。

⇒次ページ参照。

契約終了の予告期間等は適切に設定されていますか。

⇒次々ページ参照。



契約期間に係る自動更新の定義（参考）

【一般的な自動更新の定義の例】

第◯条（契約期間）

本契約の契約期間は、平成◯年◯月◯日から平成×年
×月×日までとする。

２ 前項の契約期間満了の日に引き続き、利用者につい
て☆☆給付費の支給が決定されたときは、その決定され
た期間本契約は更新するものとする。またそれ以降の契
約期間満了に伴う更新についても同様とする。ただし、期
間満了の△日前までに利用者から本契約を更新しない旨
の申し入れがあった場合は、本契約は終了するものとする。

よくある不適切？な例：
・自動更新の定義がない。
⇒更新には本来再契約が必要。



契約終了に係る予告期間の設定（参考）
【一般的な予告期間の設定の仕方の例】

甲（利用者）は、○日以上の予告期間をおいて本契約を解除
することができる。ただし、以下の各号に該当する場合は、た
だちに本契約を解除できる。
１．*************（事業者側が責を負うべき事項）
２．*************
３．*************

乙（事業者）は、○日以上の予告期間をおいて本契約を解除
することができる。ただし、以下の各号に該当する場合は、た
だちに本契約を解除できる。
１．*************（利用者側が責を負うべき事項）
２．*************
３．************* よくある不適切？な例：

・予告期間が定められていない。もしくは
「○○日以内」。
・一方の契約終了の権利のみ定義されている。



サービス提供手続き①契約関連

【重要事項説明書】

上記【サービス利用契約書】と同様のことに留意してい
いますか。

利用申込にあたり、必要な内容は盛り込まれていますか。

⇒例：

運営規程の概要、従業者の勤務体制、

事故発生時の対応、苦情処理の体制等

（H18.12.6障発第1206001号（H29.3.30障発0330
第8号改正現在）
※契約後に書面で交付すべき事項についても記

載あり。



重要事項説明書に盛り込むべき事項（例）
３ 運営に関する基準

（１）内容及び手続の説明及び同意（基準第９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するため、その提供の開始に際し、
あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事
故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項につい
て、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付
して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅介護の提供を受けることにつき、当該利用申込者
の同意を得なければならないこととしたものである。

なお、利用者及び指定居宅介護事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいもの
である。

また、利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に
応じた適切な配慮をもって、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第77条第１項の規定に基づき、

①当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地

②当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容

③当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

④指定居宅介護の提供開始年月日

⑤指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 を記載した書面を交付すること。

なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。

（H18.12.6障発第1206001号（H29.3.30障発0330第8号改正現在））



サービス提供手続き①契約関連

【個人情報利用同意書】

必ず文書で取り付けていますか。

⇒利用契約書や重要事項説明書との整合性にも注意。

利用者のみならず、その家族の個人情報も含め同意をとって
いますか。

【受給者証（写し）】

最新のものを保管していますか。

契約内容を受給者証に記載していますか。

⇒記載後のものも写しを保管しておくとよい。

【契約内容報告書】

適時適切に市町村に報告していますか。

⇒新規契約、契約内容（契約支給量等）変更、契約終了時。



サービス提供手続き①契約関連

【サービス提供記録】

基本的なサービスに加えて、送迎、欠席時対応や食事
提供等、加算対象となるサービスの提供記録はとられて
いますか。

⇒欠席時対応については、「欠席の連絡があった」だ
けではなく、それに対してどう「対応」したか（ex.精神
面・体調面の様子をヒアリングする、次回来所日を
約束する、訪問の要否を確認する…等。）を記す。

利用者の確認はとられていますか。

⇒サービス提供の都度確認すること。（療養介護、宿
泊型自立訓練（生活訓練）、共同生活援助はまとめ
てでも可。）



サービス提供手続き①契約関連

【預かり証等】

金銭や物品を預かる際には必ず預り証を発行していま
すか。

⇒発行した預り証の写しも保管しておく。

預かった金銭や物品の出し入れは、必ず２人以上が関
わる/定期的に確認する形になっていますか。取り扱い
について規程化されていますか。

⇒必ず牽制機能を働かせること。（１人の職員にのみ
任せっぱなしにする等の不正が起きやすい状況を
回避すること。）



サービス提供手続き②報酬請求関連

【介護給付費等請求書及び明細書、サービス提供実績記
録票】

利用者に確認をとったサービス提供記録と整合性はと
れていますか。

適切に整理して保管してありますか。

⇒オンライン上で保管する場合は、データを上書きし
ないように注意。

【給付費代理受領通知】

給付費を受領した際には、利用者に対しその旨を通知し
ていますか。通知の写し（控）は保管していますか。

⇒cf. ガス代等請求方式（前月分領収＆今月分請求
を１枚にする方式）が参考になるか？



サービス提供手続き②報酬請求関連

【利用者負担額関連】①

利用者負担額を一覧表にする等、適切に管理していま
すか。

利用者負担額を受領した場合、領収書を発行しています
か。

⇒発行した領収書の写し（or控え）も保管しておくこと。
利用者負担額が給与/工賃から天引きされる場合、その
旨給与/工賃明細に記載していますか。
⇒併せて運営規程、重要事項説明書、契約書上に適
切に記載されているか確認。

利用者負担上限管理の対象者については、利用者負担
額管理結果表を保管していますか。



サービス提供手続き②報酬請求関連

【利用者負担額関連】②

「その他の日常生活費」について、利用者の同意を得て
いますか。収支や明細を明快に説明できる形になってい
ますか。それらの記録はありますか。

⇒「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」（H18.12.6障発第1206002
号（H26.3.31障発0330第22号改正現在））、「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」（H24.3.30障発
0330第31号）
⇒本来サービス提供者として事業者側が負担しなけ
ればならないものを「その他の日常生活費」等とし
て利用者に負担させていないか。



サービスの質の確保①ケアマネジメント関連

【アセスメントシート（相談支援事業所）】

必要事項は漏れなく記載されていますか。

⇒「利用者について、その心身の状況、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利用者が自立した日
常生活を営むことが出来るよう支援する上で解決
すべき課題等の把握」（H24.3.30障発0330第22号
（H27.3.31障発0331第22号改正現在））



サービスの質の確保①ケアマネジメント関連

【サービス等利用計画】
必要事項は漏れなく記載されていますか。
アセスメントの内容は反映されていますか。
利用者の自立を促す計画になっていますか。
⇒次ページ、次々ページ参照。

目標期間とモニタリングの頻度は適切に設定されていますか。
利用者等への説明・同意・交付を確実に行っていますか。
随時、最新のものを関係機関で共有していますか。
【サービス担当者会議記録】

（相談支援事業所は）随時、最新のものを関係機関と共有で
きていますか。

⇒サービス提供事業所側でも、記録の写しを相談支援事
業所に求める、もしくは参加者が記録したメモ等を残し
ておくとよい。
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サービスの質の確保①ケアマネジメント関連

【アセスメントシート（サービス提供事業所）】

自事業所で提供するサービスに関する内容を特に深掘りした
アセスメントを実施し、アセスメントシートを作成していますか。

⇒次ページ参照。

【個別支援計画】

上記【サービス等利用計画】と同様のことに留意していますか。

サービス等利用計画との整合性はとれていますか。

⇒変更の際の連携はとれていますか。

作成者は指定基準のとおりですか。

⇒サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発
達支援管理責任者



サービス等利用計画と個別支援計画の関係

指定特定相談支援事業
者（計画作成担当）

サービス事業者

・障害者の心身の状況
・その置かれている環境
・日常生活の状況
・現に受けているサービス
・サービス利用の意向
・支援する上で解決すべ
き課題
・その他

・生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・解決すべき課題
・サービスの目的（長期・短期）
・その達成時期
・サービスの種類・内容・量
・サービス提供の留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

サービス等利用計画を受け
て、自らの障害福祉サービス
事業所の中での取組につい
て具体的に掘り下げて計画を
作成するよう努める。

個
別
支
援
計
画

・置かれている環境
・日常生活の状況
・利用者の希望する生活
・課題
・その他

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

障害福祉サービスに加え、
保健医療サービス、その他
の福祉サービスや地域住民
の自発的活動なども計画に
位置づけるよう努める。

複数サービスに共
通の支援目標、複数
サービスの役割分
担、利用者の環境調
整等、総合的な支援
計画を作る。

サービス事業者

○ サービス等利用計画については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最
も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者が、サービス等利用計画における総合的な援助方針等を
踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。



サービスの質の確保①ケアマネジメント関連

【モニタリング記録】

定められた頻度でモニタリングを実施し、その内容を記
録していますか。

計画等に変更が不要な場合でも、前計画期間の目標達
成状況を評価をした上で、不要と判断した理由等を記録
に残していますか。

⇒変更有／無のいずれも評価の上での判断。

【個別支援記録、支援経過等】

利用者の日々の身体及び精神の状態をきちんと記録で
きていますか。

支援の仕方や計画等に変更が生じる場合、その経緯が
分かる様に記録されていますか。



サービスの質の確保①ケアマネジメント関連

【業務日誌、所内会議記録、申し送りノート等】

（サービス提供事業所のサビ管/児発管は）個別支援計画の
作成や変更にあたって実際のサービス提供にあたる職員を
集めて会議を行っていますか。その記録はありますか。

⇒個別支援計画作成/変更の経緯が分かるようにしてお
くことが重要。

会議に参加できなかった従業者にも情報共有はされていま
すか。

⇒ex. 会議メモの回覧（確認印押印）、各従業者専用ボッ
クスへの資料の配布…etc.

利用者への対応等について、日常的に従業者同士が意見・
情報交換をしている記録はありますか。



必要事項の届出①

書類を「整備」した上で、必要事項は管轄している行政
機関に届け出る。

県、市町、労働基準監督署、ハローワーク、消防署、年
金事務所・・・etc.

定期的に各機関のホームページ等を
確認しているか。

適時適切な届出ができているか。



必要事項の届出②

例）県の場合：変更届、加算体制届、実績報告・・・etc.
沖縄県障害福祉課ホームページ

沖縄県トップページ＞組織で探す＞子ども生活福祉部障害福祉課

http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/index.html



必要事項の届出②

☞



必要事項の届出②

☞



必要事項の届出③
障害者総合支援法第46条
（変更の届出等）

第四十六条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービ

ス事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更
があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開し
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都
道府県知事に届け出なければならない。

２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事

業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところ
により、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事
に届け出なければならない。

３ 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働

省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところ
により、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。



第２部まとめ

事業者として様々なステークホルダーにコンプライアンス
に適う事業者であることを説明するために、書類整備は
必要不可欠。同時に事業者/従業員を守るためにも超重
要！

書類は作成するだけでなく、整合、更新、共有、保管と
いった過程を経て初めて整備されたことになる。

整備された書類のうち、必要事項を適時適切に管轄の
機関に届け出ることも忘れないようにする。



参考資料



国の基準（指定基準省令及び解釈通知）

指定基準省令 解釈通知

障害福祉サービス
H18.9.29厚生労働省令第171号
※H29.2.9厚生労働省令第5号改正現在

H18.12.6障発第1206001号
※H29.3.30障発0330第8号改正現在

障害者支援施設
H18.9.29厚生労働省令第172号
※H25.11.22厚生労働省令第124号改正現在

H19.1.26障発第0126001号
※H27.3.31障発0331第21号改正現在

地域相談支援
H24.3.13厚生労働省令第27号
※H27.5.29厚生労働省令第108号改正現在

H24.3.30障発0330第21号
※H26.3.31障発0331第52号改正現在

計画相談支援
H24.3.13厚生労働省令第28号
※H25.11.22厚生労働省令第124号改正現在

H24.3.30障発0330第22号
※H27.3.31障発0331第22号改正現在

障害児通所支援
H24.2.3厚生労働省令第15号
※H29.3.31厚生労働省令第38号改正現在

H24.3.30障発0330第12号
※H29.3.31障発0331第17号改正現在

障害児入所施設等
H24.2.3厚生労働省令第16号
※H29.3.31厚生労働省令第38号改正現在

H24.3.30障発0330第13号

障害児相談支援
H24.3.13厚生労働省令第29号
※H26.11.13厚生労働省令第122号改正現在

H24.3.30障発0331第23号
※H27.3.31障発0331第23号改正現在



県の基準（指定基準条例及び施行規則）

指定基準条例 施行規則

障害福祉サービス

H25.3.30沖縄県条例第29号（指定基準）
※H29.7.25沖縄県条例第20号改正現在
H25.3.30沖縄県条例第31号（施設基準）
※H29.7.25沖縄県条例第20号改正現在

H25.3.31沖縄県規則第58号（指定基準）
※H28.3.31沖縄県規則第30号改正現在
H25.3.31沖縄県規則第60号（施設基準）
※H26.3.31沖縄県規則第26号改正現在

障害者支援施設

H25.3.30沖縄県条例第30号（指定基準）

H25.3.30沖縄県条例第32号（施設基準）

H25.3.31沖縄県規則第59号（指定基準）
※H26.3.31沖縄県規則第26号改正現在
H25.3.31沖縄県規則第61号（施設基準）
※H26.3.31沖縄県規則第26号改正現在

地域相談支援 － －

計画相談支援 － －

障害児通所支援
H25.3.30沖縄県条例第27号
※H29.7.25沖縄県条例第19号改正現在

H25.3.31沖縄県規則第56号
※H29.7.25沖縄県規則第33号改正現在

障害児入所施設等

H25.3.30沖縄県条例第28号（指定基準）
※H27.12.25沖縄県条例第62号改正現在
H24.12.26沖縄県条例第 85号（施設基準）
※H29.3.31沖縄県条例第8号改正現在

H25.3.31沖縄県規則第57号（指定基準）

H25.3.31沖縄県規則第52号（施設基準）
※H29.3.31沖縄県規則第18号改正現在

障害児相談支援 － －



沖縄県障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱
第３、第４

指導： 基準等に定めるサービス内容及び自立支援給付等に
係る費用等の請求等に関する事項について、周知徹底すると
ともに改善の必要があると認められる事項については、適切
な助言及び指導を行うことを主眼として実施する。

監査： 障害福祉サービス事業者等のサービス内容が不当で
ある場合、自立支援給付等に係る費用等の請求等の経理面に
不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じているこ
とを疑うに足りる場合等において、事実関係を的確に把握し、
公正かつ適切な措置を取ることを主眼とする。

55

指導と監査の違い（参考）


