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平成 29 年度 八重山圏域障害福祉サービス事業者等集団指導 
 

事 前 質 問 へ の 回 答 
 

沖縄県八重山福祉事務所 
 
●福祉・介護職員処遇改善加算のとり方について 
Ｑ１：どうすれば福祉・介護職員処遇改善加算をとれるか知りたい。 
Ａ１：福祉・介護職員処遇改善加算とは、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と

ともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算である。同加算を算定

する事業所は、「キャリアパス」と「職場環境」の面において、一定程度の要件を満たすことが求

められる。また、加算で取得した額以上の賃金改善を実施することや、年度ごとに計画及び実績

を都道府県等宛て報告する必要がある。（加算の算定開始は年度途中でも可。）加算の概要につい

ては別添資料を参照のこと。詳細な手続きや届出にあたっての様式集等は下記 URL を参照する

こと。 
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/jigyo/h29shogukaizen.html 
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課ホームページ＞指定障害福祉サービス事業者等のページ 2 手続

関係（申請・届出） 2.変更届出（障害福祉サービス、障害者支援施設）＞障害者総合支援法に基づく

変更届出について 変更手続関係様式等 2 給付費算定届出（サービス費、加算） 福祉・介護職員処

遇改善（特別）加算関係＞福祉・介護職員処遇改善（特別）加算について【障害福祉サービス事業者等】 
 
●障害福祉職員の賃上げについて 
Ｑ２：平成 29 年 11 月 24 日付けの沖縄タイムス３面等、新聞各紙で障害福祉職員の賃上げについて記事

が出ていた。最新の動きはどうなっているのか。 
Ａ２：当該記事については、政府、与党が障害福祉分野の職員の賃金について、介護職員や保育士の処

遇改善と合わせて引き上げる方向で検討に入ったことを報じたもの。当該記事においては、「来月

８日に閣議決定する２兆円規模の人づくり政策のパッケージとは別枠となる。数百億円が必要とみ

られ、今後、財源確保策を詰める。」と報じられているが、一方で実際の平成 29 年 12 月８日付け

閣議決定「新しい経済政策パッケージについて」（下記 URL 参照。）においては、「人づくり革命」

の一環として「介護人材の処遇改善」についての記載の最後に「障害福祉人材についても、介護人

材と同様の処遇改善を行う。」と触れられている。いずれにしろ、今回の集団指導時点では沖縄県

障害福祉課にも本件に関する特段の情報は入っておらず、具体的な制度設計等の議論は今後進めら

れると考えている。 
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf 
「新しい経済政策パッケージについて」（平成 29 年 12 月８日付け閣議決定）（抜粋） 
「第２章 人づくり革命 

５．介護人材の処遇改善 
（具体的内容） 
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人生100 年時代において、介護は、誰もが直面し得る現実かつ喫緊の課題である。政府は、在

宅・施設サービスの整備の加速化や介護休業を取得しやすい職場環境の整備など、これまでも介護

離職ゼロに向けた重層的な取組を進めてきたところである。安倍内閣は、2020 年代初頭までに、

50 万人分の介護の受け皿を整備することとしているが、最大の課題は介護人材の確保である。介

護人材を確保するため、2017 年度予算においては、介護職員について、経験などに応じて昇給す

る仕組みを創り、月額平均１万円相当の処遇改善を行うなど、これまで自公政権で月額４万7000 
円の改善を実現してきたが、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある

職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。 
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔

軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10 年以上の介護福祉士に

ついて月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000 億円程度を投じ、処遇

改善を行う。 
また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。 

（実施時期） 
こうした処遇改善については、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019 年10 

月から実施する。」 
 
●就労継続支援Ｂ型事業の報酬改定について 
Ｑ３：最近参加した研修で、就労継続支援Ｂ型事業の利用者に支払う工賃の額によって報酬を変える動

きがあると聞いた。いつからどのような形で実施されるのか。 
Ａ３：厚生労働省の所管する障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、平成 30 年度障害福祉サ

ービス等報酬改定について検討されており、平成 29 年 12 月８日の第 16 回会合にて、その基本的

な方向性が決定された。（下記 URL 参照。）その中で、就労移行支援及び就労継続支援のサービス

の質の向上のため、「就労継続支援Ｂ型における平均工賃に応じた基本報酬の設定」が示されてい

るため、額等具体的な内容は今後議論されることとなるが、平成 30 年度からの実施となる可能性

が高い。本年度末には例年通り沖縄県障害福祉課主催による法令改正や報酬改定の説明を主眼とし

た集団指導を実施予定であるため、その場において改めて説明があるかと考えているが、検討チー

ムの議論自体は前述の厚生労働省ホームページにて随時確認できるため、各事業者におかれては適

宜参照しながら円滑に対応できるようご準備をお願いしたい。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=446935 
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」（平成 29 年 12 月８日障害福祉

サービス等報酬改定検討チーム）（抜粋） 
「４． 就労継続支援に係る工賃・賃金の向上や就労移行、就労定着の促進に向けた報酬の見直し 
（１） 就労移行支援及び就労継続支援のサービスの質の向上 

③ 就労継続支援Ｂ型における平均工賃に応じた基本報酬の設定 
平均工賃に応じた基本報酬とするとともに、目標工賃達成加算の見直しを行なう。なお、重度の

利用者等については、平均工賃産出の利用者から除外するなどの配慮を行う。」 
 



「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内
平成29年4月１日から加算を拡充します！

障害福祉サービス等事業者と福祉・介護職員の皆さまへ

厚生労働省では、障害福祉の現場で働く福祉・介護職員の方の処遇改善を図るため、
平成29年４月１日から「福祉・介護職員処遇改善加算」の拡充を行います。

A2．福祉・介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は以下のとおりです。
申請できる加算は、どの要件を満たしているかによって異なります。

▶キャリアパス要件：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの３種類の要件があります。
Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
判定する仕組みを設けること（新設）

▶職場環境等要件：賃金改善以外の処遇改善（職場環境の改善など）の取組を実施すること。

Q２．「キャリアパス要件」「職場環境等要件」とは？

Q１．平成29年4月１日から、どのようなところが変わるの？

A1．より加算の高い新たな区分が１つ加わり、全５区分になります。

キャリアパス要件
Ⅰ及びⅡ

＋
職場環境等要件を

満たす
（平成27年4月以降

実施する取組）

キャリアパス要件
ⅠまたはⅡ

＋
職場環境等要件を

満たす

キャリアパス要件
ⅠまたはⅡ

または職場環境等要件

のいずれかを満たす

キャリアパス要件
Ⅰ・Ⅱ

職場環境等要件

のいずれも満たさない

厚生労働省

加算Ⅳ
（従来の加算Ⅲ）

月額 13,500円相当

加算Ⅲ
（従来の加算Ⅱ）

月額 15,000円相当

加算Ⅴ
（従来の加算Ⅳ）
月額 12,000円相当

＜全５区分＞
新設新設

拡充部分
福祉・介護職員１人当たり月額10,000円相当増

※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。

加算Ⅱ
（従来の加算Ⅰ）

月額 27,000円相当

（ 職 員 １ 人 当 た り )

月額 37,000円相当

加算Ⅰ

キャリアパス要件
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全て

＋
職場環境等要件を

満たす
（平成27年4月以降

実施する取組）

※ 福祉・介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、
雇用する全ての福祉・介護職員へ周知することが必要です。

○ 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
○ 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
○ 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例

▶平成29年４月から新設される「加算Ⅰ」を取得すれば福祉・介護職員１人当たり月額３万７千円相当
の加算が受け取れます。従来の加算Ⅰを取得している場合は、月額平均１万円相当の増となります。



▶加算を取得した事業者は、福
祉・介護職員の研修機会の確保
や雇用管理の改善などとともに、
加算の算定額に相当する賃金改
善を実施する必要があります。

▶事業者は都道府県などに加算
の届出をした上で、加算請求は
国保連に行う必要があります。

支払の委託を受けた国保連は
事業者に加算（報酬）を支払い、
事業者は福祉・介護職員の賃金
改善を行います。

＜福祉・介護職員処遇改善加算をまだ取得していない場合＞

お問い合わせ先：
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課（事業指導支援班）

TEL： 098-866-2190 FAX： 098-866-6916 Mail： aa029017@pref.okinawa.lg.jp

Q３．「福祉・介護職員処遇改善加算」の目的は？

A3．福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、福祉・介護職員の賃
金改善に充てることを目的に創設された加算です。

平成29年４月１日から新設される「加算Ⅰ」を取得すると、更に月額平均１万円相当、
福祉・介護職員の方の賃金を上げることができます。

◆新設される加算Ⅰを取得するには、従来の加算Ⅰの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅲ

を充たす（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場環境等要件を全て充たす）ことが必要

となります。

◆加算の申請には、福祉・介護職員処遇改善計画書と就業規則・給与規程などの必要書類を、

都道府県知事などへ届け出る必要があります。

＜従来の福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを取得している場合＞

加算の取得によって、これまでよりも福祉・介護職員の方への賃金を増やすことができます。
あなたの事業所が算定要件を満たしているかどうか確認してみてください。

◆加算の算定要件の確認と申請には、福祉・介護職員処遇改善計画書と、

就業規則・給与規程などの必要書類を、都道府県知事などへ届け出る必要があります。

①加算届出

②加算請求

③加算支払

福祉・介護
職員

国保連
④賃金の改善

事業者

都道府県
または
市町村

＜加算の届出の流れ＞

支払の委託

詳しくは各自治体の障害福祉サービスの担当部署にお問い合わせください。



キャリアパス要件Ⅰ 

 

キャリアパス要件Ⅱ 

 

 
 

 

職場環境等要件 

 

のいずれも満たさず 

加算（Ⅲ） 
(※旧加算(Ⅱ)) 

（月額１万５千円相当） 

加算（Ⅳ） 
(※旧加算(Ⅲ)) 

（加算(Ⅲ)×0.9） 

加算（Ⅴ） 
(※加算(Ⅳ)) 

（加算(Ⅲ)×0.8） 

加算(Ⅱ) 
(※旧加算(Ⅰ)) 

(月額２万７千円相当) 

算
定
要
件 

キャリアパス要件Ⅰ 

 

キャリアパス要件Ⅱ 

 

 
 

 

職場環境等要件 

 

のいずれかを満たす 

キャリアパス要件Ⅰ  

     又は 

キャリアパス要件Ⅱ 

 

 
 

      ＋ 

職場環境等要件を
満たす 

キャリアパス要件Ⅰ  

     及び 

キャリアパス要件Ⅱ 

 

 

      ＋ 

職場環境等要件を満

たす（平成27年4月以

降実施する取組） 
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加算(Ⅰ) 
(新規) 

(月額３万７千円相当) 

キャリアパス要件Ⅰ 

及び 

キャリアパス要件Ⅱ 

及び 

キャリアパス要件Ⅲ 

      ＋ 

職場環境等要件を満た

す（平成27年4月以降

実施する取組） 

(注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 

  「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること 

  「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること 

  「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること 

  ※就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む。 

福祉・介護職員処遇改善加算の区分 



事業者において以下の①～③のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けることを新たに要件とする 
                  （就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む） 

職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系 

①経験 

4 

処遇改善加算（拡充後）におけるキャリアアップの仕組みのイメージ 
現
行
の
加
算 

職位 月給例 

主任 36万円 

班長 32万円 

一般 28万円 

職位 勤続年数 月給例 

主任 ６年～ 36万円 

班長 ３～６年 32万円 

一般 ～３年 28万円 

②資格 ③評価 
職位 資格 月給例 

主任 
事業者が指定する
資格を取得 

36万円 

班長 介護福祉士 32万円 

一般 資格なし 28万円 

職位 実技試験の結果 月給例 

主任 
班長試験で 

Ｓ評価 
36万円 

班長 
一般試験で 

Ａ評価以上 
32万円 

一般 
一般試験で 

Ｂ評価以下 
28万円 

新
し
い
加
算 

どのような場合に昇給

するのかが必ずしも明

らかでない。 

※１ 「経験」…「勤続年数」「経験年数」などを想定。 

※２ 「資格」…「介護福祉士」、 「社会福祉士」、「ＰＳＷ」などを想定。ただし、介護福祉士資格等を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図

られる仕組みであることを要する。 
※３ 「評価」…「実技試験」「人事評価」などを想定。ただし、客観的な評価（採点）基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

(例) (例) (例) 

※昇給の方式は、基本給、手当、賞与等を問わない。 



別添「注意事項」   
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算福祉・介護職員処遇改善特別加算福祉・介護職員処遇改善特別加算福祉・介護職員処遇改善特別加算のののの取扱い上の取扱い上の取扱い上の取扱い上の注意注意注意注意事項事項事項事項    

     
１．不適切な賃金改善事例について 
下記の事例は、加算による賃金改善として不適切な内容になりますので、十分ご注意の上、適切な

賃金改善計画を立ててください。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求

として全額返還になりますのでご注意ください。 
（１） 直接支援業務に従事していない対象外の職種（管理者・サービス管理責任者、看護師・理学療

法士・作業療法士・栄養士・調理員等の専門職、事務員）に対して賃金改善をしている。 
◯対象外の職種の方に対する賃金改善額は、「加算による賃金改善額」に計上できません。 
※特別加算を算定している事業者について�、計上可。 

（２） 全職員に対して、加算による賃金改善計画が周知されていない。 

◯届出を提出する前に、必ず全ての福祉・介護職員に対して当該年度における賃金改善計画を

文書・掲示物等で周知してください。賃金改善されているのか不明確な計画（賃金改善内容が

「一時金に充当」のみ、など。）も不適切ですので、いつ、誰に、いくら支払うのかが明確な計画を

立ててください。 

（３） 特定の職員に対してのみ不当に高額な支給がなされている。 

         ◯加算の趣旨を鑑み、適切かつ公平な賃金改善を行ってください。 

（４） 健康診断料、研修費等の名目での出費を賃金改善額に計上している。 

     ◯職員に対して直接賃金として支払われていない場合�、賃金改善額に計上できません。 

（５） 職員を増員した場合に、当該職員の給与全額、あるいは不当に高い金額を賃金改善額として計

上している。 

    例）基本給150,000円の常勤職員を1人雇った場合、100,000×12か月＝1,200,000     

     を賃金改善額に計上。 

   ◯加算により賃金改善を行った部分を明確にし、当該部分のみ賃金改善額として計上してくださ

い。上記の例で�、加算を除いた本来の基本給が 135,000 円の場合、15,000 円のみが加算によ

り上乗せされていることになるので、15,000 円×12＝180,000 円が賃金改善額として計上可能。 

（６） 非常勤職員を常勤職員として採用した場合に、非常勤のときの賃金と、常勤のときの賃金の差

額全額を賃金改善額に計上している。 

 ◯（５）と同様に、加算により賃金改善を行った部分を明確にし、当該部分のみ賃金改善額として

計上してください。   
２．支払い額の確認について 

   福祉・介護職員処遇改善（特別）加算においては、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが

要件となっています。本加算を算定している事業者におかれましては、障害者自立支援給付支払等シ

ステムにおいて出力される「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ」で加算による毎

月の収入額を確認の上、年度ごとに、確実に収入額以上の賃金改善を実施してください。   


