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13：00~15：50
福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業（本事業）のご説明
①本事業の目的
②無料相談窓口（フリーダイヤル）
③個別訪問（個別訪問の申し込み、個別訪問の流れ）
福祉・介護職員処遇改善加算の基本知識
④制度の基本知識
⑤平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果
⑥キャリアパス制度の構築
⑦能力評価制度、研修・資格取得支援制度の構築
⑧賃金制度の構築
⑨就業規則の作成例
⑩福祉・介護職員等特定処遇改善加算
※個別相談会のご説明

15：50~16：00 質疑・応答

プログラム



福祉・介護職員処遇改善加算取得
促進事業（本事業）のご説明
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＜事業概要＞
東京都は、福祉・介護職員処遇改善加算（以下「加算」とい

う。）について、東京都内に所在する障害福祉サービス等事業
所（以下「事業所」という。）に対し、福祉・介護職員処遇改
善に精通した社会保険労務士のうち福祉・介護職員処遇改善コ
ンサルタント（以下「コンサルタント」という。）が、個々の
事例に応じて、加算の新規取得や、より上位の加算の取得（以
下「加算の取得等」という。）に必要な助言、指導、各種書類
の作成補助等（以下「助言等」という。）のため、電話相談や
事業所への個別訪問を行い、福祉・介護職員の処遇改善が広く
行われるよう支援を行います。
平成３１年度、東京都は、東京都社会保険労務士会に委託し、

本事業を行います。

①本事業の目的

処遇改善加算取得促進事業Ｑ＆Ａより
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本事業について

処遇改善加算取得促進事業Ｑ＆Ａより

東京都以外の他道府県の事業所で
すが、本事業の対象となりますか。

本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、他
道府県の事業所は対象外となります。
各道府県の障害福祉所管の処遇改善加算担当まで御連絡ください。

所在地が都内の島しょですが、本事
業の対象となりますか。

都内に所在する障害福祉サービス等事業所が対象ですので、島しょの事
業所も対象となります。

事業所の開設準備中ですが、本事
業の対象となりますか。

東京都福祉保健局障害者施策推進部の指定所管に、指定申請書を提出
していれば、開設予定（見込み）の事業所も対象となります。

高齢分野の事業所ですが、本事業の
対象となりますか。

本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、そ
の他の高齢分野や児童分野、保育分野の事業所は対象外となります。
高齢分野の事業所につきましては、東京都福祉保健局高齢社会対策部
介護保険課介護事業者担当（03-5320-4593（直通））に御連絡ください。
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		＜事業概要＞

		　東京都は、福祉・介護職員処遇改善加算（以下「加算」という。）について、東京都内に所在する障害福祉サービス等事業所（以下「事業所」という。）に対し、福祉・介護職員処遇改善に精通した社会保険労務士のうち福祉・介護職員処遇改善コンサルタント（以下「コンサルタント」という。）が、個々の事例に応じて、加算の新規取得や、より上位の加算の取得（以下「加算の取得等」という。）に必要な助言、指導、各種書類の作成補助等（以下「助言等」という。）のため、電話相談や事業所への個別訪問を行い、福祉・介護職員の処遇改善が広く行われるよう支援を行います。

　平成３１年度、東京都は、東京都社会保険労務士会に委託し、本事業を行います。 フクシ カイゴ ショクイン ショグウ カイゼン



		＜Ｑ＆Ａ＞

		No.		質問・要望 シツモン ヨウボウ		回答 カイトウ

		1		東京都以外の他道府県の事業所ですが、本事業の対象となりますか。		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、他道府県の事業所は対象外となります。
各道府県の障害福祉所管の処遇改善加算担当まで御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ トナイ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ ドウフケン ジギョウショ タイショウガイ カクドウフケン ショウガイ フクシ ショカン ショグウ カイゼン カサン タントウ ゴレンラク

		2		所在地が都内の島しょですが、本事業の対象となりますか。		都内に所在する障害福祉サービス等事業所が対象ですので、島しょの事業所も対象となります。 タイショウ

		3		事業所の開設準備中ですが、本事業の対象となりますか。 ジギョウショ カイセツ ジュンビ ナカ		東京都福祉保健局障害者施策推進部の指定所管に、指定申請書を提出していれば、開設予定（見込み）の事業所も対象となります。 トウキョウト フクシ ホケン キョク ショウガイシャ シサク スイシン ブ シテイ ショカン テイシュツ ヨテイ

		4		高齢分野の事業所ですが、本事業の対象となりますか。 コウレイ ブンヤ ジギョウショ		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、その他の高齢分野や児童分野、保育分野の事業所は対象外となります。
高齢分野の事業所につきましては、東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護事業者担当（03-5320-4593（直通））に御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ コウレイ ブンヤ ジドウ ブンヤ ホイク ブンヤ ジギョウショ タイショウガイ コウレイ ブンヤ ジギョウショ カイゴ ホケン カ タントウ

		5		加算の取得又はより上位の加算の取得のために、どのような手続をすればよいか知りたい。 カサン シュトク マタ ジョウイ カサン シュトク テツヅキ シ		６月１１日（火）に、東京都社会保険労務士会（千代田区神田駿河台４－６　御茶ノ水ソラシティ　アカデミア４Ｆ）にて、加算の要件、加算の取得等に係る手続、就業規則等の作成方法等についての説明会及び相談会を開催いたします。
※説明会開催後、資料をホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）に掲載いたしますので、説明会に参加できない事業所であっても、御確認いただくことが可能です。

また、以下の電話番号により、コンサルタントが電話相談に応じたり、都内の事業所に直接コンサルタントを派遣し、加算の取得等に必要な助言等をさせていただきます。
フリーダイヤル　０１２０―１７９―１１７　（９：３０～１６：３０まで） ガツ ヒ ヒ トウキョウト シャカイ ホケン ロウムシ カイ チヨダク カンダ スルガダイ オチャ ミズ カサン ヨウケン カサン シュトク トウ カカ テツヅキ シュウギョウ キソク トウ サクセイ ホウホウ トウ セツメイカイ オヨ ソウダン カイ カイサイ セツメイカイ カイサイ ゴ シリョウ ケイサイ セツメイカイ サンカ ジギョウショ ゴカクニン カノウ イカ デンワ バンゴウ デンワ ソウダン オウ トナイ ジギョウショ チョクセツ ハケン カサン シュトク トウ ヒツヨウ ジョゲン トウ

		6		電話相談や個別訪問を依頼する際に、料金は発生しますか。		料金は発生いたしません。（無料） ムリョウ

		7		電話相談には毎日応じてもらえますか。 デンワ ソウダン マイニチ オウ		原則、開設日は、４，５月は月・火・水曜日で、６月以降は月・水・金曜日の９：３０～１６：３０までです。
（祝日等により、曜日が変更になる場合もあります。開設日は、ホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）により、御確認ください。） ゲンソク カイセツビ ガツ ゲツ ヒ スイヨウ ヒ ガツ イコウ ゲツ スイ キンヨウ ヒ シュクジツ トウ ヨウビ ヘンコウ バアイ カイセツビ ゴカクニン

		8		（２回目以降に電話相談する際、）１回目に対応してもらったコンサルタントに、引き続き相談したい。 カイ メ イコウ デンワ ソウダン サイ カイメ タイオウ ヒ ツヅ ソウダン		電話相談は当番制のため対応するコンサルタントは毎回異なりますが、相談内容等についての情報は、コンサルタント内で共有し対応させていただきますので、御了承ください。 デンワ ソウダン トウバン セイ タイオウ マイカイ コト ソウダン ナイヨウ トウ ジョウホウ ナイ キョウユウ タイオウ ゴリョウショウ

		9		コンサルタントの個別訪問はどのように依頼すればよろしいですか。 コベツ ホウモン イライ		上記フリーダイヤルにてお申込みください。日程調整の上、コンサルタントを事業所に派遣させていただきます。 ジョウキ モウシコ ニッテイ チョウセイ ウエ ジギョウショ ハケン

		10		１回目に対応してもらったコンサルタントに、２回目以降の個別訪問を引き続き訪問してもらいたい。 カイメ タイオウ イコウ ヒ ツヅ ホウモン		可能です。上記フリーダイヤルにて御依頼いただきましたら、１回目に対応したコンサルタントに伝え、日程調整をさせていただきます。 カノウ ゴ イライ カイメ タイオウ ツタ ニッテイ チョウセイ

		11		コンサルタントの個別訪問の依頼回数は、２回が限度となりますか。 イライ		原則、２回の相談で書類等が作成できるよう助言等をさせていただきます。

		12		就業規則、賃金規程、計画書等処遇改善申請書類を作成してほしい。 キテイ ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ サクセイ		本事業の趣旨は、処遇改善加算取得促進に向けた書類の作成補助であり、事業所の就業規則等を一から全て、コンサルタントに依頼することはできません。
助言等（助言・指導・各種書類の作成補助等）とは、作成方法や改善点を示すなどの業務であり、実際に就業規則等の作成などの業務には対応できません。

就業規則等の作成及び改定、申請書類等の作成を依頼したい場合は、本事業とは別に、個別に契約をしていただく必要があります。御了承ください。

		13		電話相談又は個別訪問中に、本事業以外の件で、コンサルタントに相談することは可能ですか。 デンワ ソウダン マタ ジギョウ カノウ		本事業以外の件での御相談には応じかねます。御了承ください。 ジギョウ ゴ ゴリョウショウ

		14		計画書等処遇改善申請書類の一式が完成したので、提出したい。 ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ イッシキ カンセイ テイシュツ		提出先は、以下のとおりです。
（１）東京都担当部署
〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
処遇改善加算担当（障害福祉）
電　　　話：０３－５３２０－４２３０
受付時間：午前９時００分から正午、午後１時００分から午後５時３０分まで
　　　　　　　（平日のみ）

（２）八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合）
〒１９２－８５０１　東京都八王子市元本郷町３－２４－１
八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当
電　　　話：０４２－６２０－７２４５
受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（平日のみ） テイシュツ サキ イカ

		15		令和元年１０月に創設される福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、教えてほしい。 レ ガツ ソウセツ フクシ カイゴ ショクイン トウ オシ		個別訪問は対象外となりますが、電話で制度の概要を説明させていただくことは可能です。
また、提出先は上記のとおりです。 デンワ セイド ガイヨウ セツメイ カノウ テイシュツ サキ ジョウキ



Ｑ＆Ａ（平成31年4月1日現在）


東京都福祉保健局
障害者施策推進部
地域生活支援課

障害分野

平成31年度 福祉・介護職員

処遇改善加算取得促進事業
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本事業について

処遇改善加算取得促進事業Ｑ＆Ａより

電話相談や個別訪問を依頼する際
に、料金は発生しますか。

料金は発生いたしません。（無料）

電話相談には毎日応じてもらえます
か。

原則、開設日は、４，５月は月・火・水曜日で、６月以降は月・水・金曜日
の９：３０～１６：３０までです。
（祝日等により、曜日が変更になる場合もあります。開設日は、ホームペー
ジ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）により、御確認く
ださい。）

（２回目以降に電話相談する際、）１
回目に対応してもらったコンサルタン
トに、引き続き相談したい。

電話相談は当番制のため対応するコンサルタントは毎回異なりますが、相
談内容等についての情報は、コンサルタント内で共有し対応させていただ
きますので、御了承ください。

コンサルタントの個別訪問はどのよう
に依頼すればよろしいですか。

上記フリーダイヤルにてお申込みください。日程調整の上、コンサルタント
を事業所に派遣させていただきます。

１回目に対応してもらったコンサルタ
ントに、２回目以降の個別訪問を引き
続き訪問してもらいたい。

可能です。上記フリーダイヤルにて御依頼いただきましたら、１回目に対応
したコンサルタントに伝え、日程調整をさせていただきます。

コンサルタントの個別訪問の依頼回
数は、２回が限度となりますか。

原則、２回の相談で書類等が作成できるよう助言等をさせていただきま
す。


Sheet1







		＜事業概要＞
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		＜Ｑ＆Ａ＞

		No.		質問・要望 シツモン ヨウボウ		回答 カイトウ

		1		東京都以外の他道府県の事業所ですが、本事業の対象となりますか。		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、他道府県の事業所は対象外となります。
各道府県の障害福祉所管の処遇改善加算担当まで御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ トナイ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ ドウフケン ジギョウショ タイショウガイ カクドウフケン ショウガイ フクシ ショカン ショグウ カイゼン カサン タントウ ゴレンラク

		2		所在地が都内の島しょですが、本事業の対象となりますか。		都内に所在する障害福祉サービス等事業所が対象ですので、島しょの事業所も対象となります。 タイショウ

		3		事業所の開設準備中ですが、本事業の対象となりますか。 ジギョウショ カイセツ ジュンビ ナカ		東京都福祉保健局障害者施策推進部の指定所管に、指定申請書を提出していれば、開設予定（見込み）の事業所も対象となります。 トウキョウト フクシ ホケン キョク ショウガイシャ シサク スイシン ブ シテイ ショカン テイシュツ ヨテイ

		4		高齢分野の事業所ですが、本事業の対象となりますか。 コウレイ ブンヤ ジギョウショ		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、その他の高齢分野や児童分野、保育分野の事業所は対象外となります。
高齢分野の事業所につきましては、東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護事業者担当（03-5320-4593（直通））に御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ コウレイ ブンヤ ジドウ ブンヤ ホイク ブンヤ ジギョウショ タイショウガイ コウレイ ブンヤ ジギョウショ カイゴ ホケン カ タントウ

		5		加算の取得又はより上位の加算の取得のために、どのような手続をすればよいか知りたい。 カサン シュトク マタ ジョウイ カサン シュトク テツヅキ シ		６月１１日（火）に、東京都社会保険労務士会（千代田区神田駿河台４－６　御茶ノ水ソラシティ　アカデミア４Ｆ）にて、加算の要件、加算の取得等に係る手続、就業規則等の作成方法等についての説明会及び相談会を開催いたします。
※説明会開催後、資料をホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）に掲載いたしますので、説明会に参加できない事業所であっても、御確認いただくことが可能です。

また、以下の電話番号により、コンサルタントが電話相談に応じたり、都内の事業所に直接コンサルタントを派遣し、加算の取得等に必要な助言等をさせていただきます。
フリーダイヤル　０１２０―１７９―１１７　（９：３０～１６：３０まで） ガツ ヒ ヒ トウキョウト シャカイ ホケン ロウムシ カイ チヨダク カンダ スルガダイ オチャ ミズ カサン ヨウケン カサン シュトク トウ カカ テツヅキ シュウギョウ キソク トウ サクセイ ホウホウ トウ セツメイカイ オヨ ソウダン カイ カイサイ セツメイカイ カイサイ ゴ シリョウ ケイサイ セツメイカイ サンカ ジギョウショ ゴカクニン カノウ イカ デンワ バンゴウ デンワ ソウダン オウ トナイ ジギョウショ チョクセツ ハケン カサン シュトク トウ ヒツヨウ ジョゲン トウ

		6		電話相談や個別訪問を依頼する際に、料金は発生しますか。		料金は発生いたしません。（無料） ムリョウ

		7		電話相談には毎日応じてもらえますか。 デンワ ソウダン マイニチ オウ		原則、開設日は、４，５月は月・火・水曜日で、６月以降は月・水・金曜日の９：３０～１６：３０までです。
（祝日等により、曜日が変更になる場合もあります。開設日は、ホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）により、御確認ください。） ゲンソク カイセツビ ガツ ゲツ ヒ スイヨウ ヒ ガツ イコウ ゲツ スイ キンヨウ ヒ シュクジツ トウ ヨウビ ヘンコウ バアイ カイセツビ ゴカクニン

		8		（２回目以降に電話相談する際、）１回目に対応してもらったコンサルタントに、引き続き相談したい。 カイ メ イコウ デンワ ソウダン サイ カイメ タイオウ ヒ ツヅ ソウダン		電話相談は当番制のため対応するコンサルタントは毎回異なりますが、相談内容等についての情報は、コンサルタント内で共有し対応させていただきますので、御了承ください。 デンワ ソウダン トウバン セイ タイオウ マイカイ コト ソウダン ナイヨウ トウ ジョウホウ ナイ キョウユウ タイオウ ゴリョウショウ

		9		コンサルタントの個別訪問はどのように依頼すればよろしいですか。 コベツ ホウモン イライ		上記フリーダイヤルにてお申込みください。日程調整の上、コンサルタントを事業所に派遣させていただきます。 ジョウキ モウシコ ニッテイ チョウセイ ウエ ジギョウショ ハケン

		10		１回目に対応してもらったコンサルタントに、２回目以降の個別訪問を引き続き訪問してもらいたい。 カイメ タイオウ イコウ ヒ ツヅ ホウモン		可能です。上記フリーダイヤルにて御依頼いただきましたら、１回目に対応したコンサルタントに伝え、日程調整をさせていただきます。 カノウ ゴ イライ カイメ タイオウ ツタ ニッテイ チョウセイ

		11		コンサルタントの個別訪問の依頼回数は、２回が限度となりますか。 イライ		原則、２回の相談で書類等が作成できるよう助言等をさせていただきます。

		12		就業規則、賃金規程、計画書等処遇改善申請書類を作成してほしい。 キテイ ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ サクセイ		本事業の趣旨は、処遇改善加算取得促進に向けた書類の作成補助であり、事業所の就業規則等を一から全て、コンサルタントに依頼することはできません。
助言等（助言・指導・各種書類の作成補助等）とは、作成方法や改善点を示すなどの業務であり、実際に就業規則等の作成などの業務には対応できません。

就業規則等の作成及び改定、申請書類等の作成を依頼したい場合は、本事業とは別に、個別に契約をしていただく必要があります。御了承ください。

		13		電話相談又は個別訪問中に、本事業以外の件で、コンサルタントに相談することは可能ですか。 デンワ ソウダン マタ ジギョウ カノウ		本事業以外の件での御相談には応じかねます。御了承ください。 ジギョウ ゴ ゴリョウショウ

		14		計画書等処遇改善申請書類の一式が完成したので、提出したい。 ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ イッシキ カンセイ テイシュツ		提出先は、以下のとおりです。
（１）東京都担当部署
〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
処遇改善加算担当（障害福祉）
電　　　話：０３－５３２０－４２３０
受付時間：午前９時００分から正午、午後１時００分から午後５時３０分まで
　　　　　　　（平日のみ）

（２）八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合）
〒１９２－８５０１　東京都八王子市元本郷町３－２４－１
八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当
電　　　話：０４２－６２０－７２４５
受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（平日のみ） テイシュツ サキ イカ

		15		令和元年１０月に創設される福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、教えてほしい。 レ ガツ ソウセツ フクシ カイゴ ショクイン トウ オシ		個別訪問は対象外となりますが、電話で制度の概要を説明させていただくことは可能です。
また、提出先は上記のとおりです。 デンワ セイド ガイヨウ セツメイ カノウ テイシュツ サキ ジョウキ
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本事業について

処遇改善加算取得促進事業Ｑ＆Ａより

就業規則、賃金規程、計画書等処遇
改善申請書類を作成してほしい。

本事業の趣旨は、処遇改善加算取得促進に向けた書類の作成補助であ
り、事業所の就業規則等を一から全て、コンサルタントに依頼することはで
きません。
助言等（助言・指導・各種書類の作成補助等）とは、作成方法や改善点を
示すなどの業務であり、実際に就業規則等の作成などの業務には対応で
きません。

就業規則等の作成及び改定、申請書類等の作成を依頼したい場合は、本
事業とは別に、個別に契約をしていただく必要があります。御了承くださ
い。

電話相談又は個別訪問中に、本事業
以外の件で、コンサルタントに相談す
ることは可能ですか。

本事業以外の件での御相談には応じかねます。御了承ください。


Sheet1







		＜事業概要＞

		　東京都は、福祉・介護職員処遇改善加算（以下「加算」という。）について、東京都内に所在する障害福祉サービス等事業所（以下「事業所」という。）に対し、福祉・介護職員処遇改善に精通した社会保険労務士のうち福祉・介護職員処遇改善コンサルタント（以下「コンサルタント」という。）が、個々の事例に応じて、加算の新規取得や、より上位の加算の取得（以下「加算の取得等」という。）に必要な助言、指導、各種書類の作成補助等（以下「助言等」という。）のため、電話相談や事業所への個別訪問を行い、福祉・介護職員の処遇改善が広く行われるよう支援を行います。

　平成３１年度、東京都は、東京都社会保険労務士会に委託し、本事業を行います。 フクシ カイゴ ショクイン ショグウ カイゼン



		＜Ｑ＆Ａ＞

		No.		質問・要望 シツモン ヨウボウ		回答 カイトウ

		1		東京都以外の他道府県の事業所ですが、本事業の対象となりますか。		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、他道府県の事業所は対象外となります。
各道府県の障害福祉所管の処遇改善加算担当まで御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ トナイ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ ドウフケン ジギョウショ タイショウガイ カクドウフケン ショウガイ フクシ ショカン ショグウ カイゼン カサン タントウ ゴレンラク

		2		所在地が都内の島しょですが、本事業の対象となりますか。		都内に所在する障害福祉サービス等事業所が対象ですので、島しょの事業所も対象となります。 タイショウ

		3		事業所の開設準備中ですが、本事業の対象となりますか。 ジギョウショ カイセツ ジュンビ ナカ		東京都福祉保健局障害者施策推進部の指定所管に、指定申請書を提出していれば、開設予定（見込み）の事業所も対象となります。 トウキョウト フクシ ホケン キョク ショウガイシャ シサク スイシン ブ シテイ ショカン テイシュツ ヨテイ

		4		高齢分野の事業所ですが、本事業の対象となりますか。 コウレイ ブンヤ ジギョウショ		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、その他の高齢分野や児童分野、保育分野の事業所は対象外となります。
高齢分野の事業所につきましては、東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護事業者担当（03-5320-4593（直通））に御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ コウレイ ブンヤ ジドウ ブンヤ ホイク ブンヤ ジギョウショ タイショウガイ コウレイ ブンヤ ジギョウショ カイゴ ホケン カ タントウ

		5		加算の取得又はより上位の加算の取得のために、どのような手続をすればよいか知りたい。 カサン シュトク マタ ジョウイ カサン シュトク テツヅキ シ		６月１１日（火）に、東京都社会保険労務士会（千代田区神田駿河台４－６　御茶ノ水ソラシティ　アカデミア４Ｆ）にて、加算の要件、加算の取得等に係る手続、就業規則等の作成方法等についての説明会及び相談会を開催いたします。
※説明会開催後、資料をホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）に掲載いたしますので、説明会に参加できない事業所であっても、御確認いただくことが可能です。

また、以下の電話番号により、コンサルタントが電話相談に応じたり、都内の事業所に直接コンサルタントを派遣し、加算の取得等に必要な助言等をさせていただきます。
フリーダイヤル　０１２０―１７９―１１７　（９：３０～１６：３０まで） ガツ ヒ ヒ トウキョウト シャカイ ホケン ロウムシ カイ チヨダク カンダ スルガダイ オチャ ミズ カサン ヨウケン カサン シュトク トウ カカ テツヅキ シュウギョウ キソク トウ サクセイ ホウホウ トウ セツメイカイ オヨ ソウダン カイ カイサイ セツメイカイ カイサイ ゴ シリョウ ケイサイ セツメイカイ サンカ ジギョウショ ゴカクニン カノウ イカ デンワ バンゴウ デンワ ソウダン オウ トナイ ジギョウショ チョクセツ ハケン カサン シュトク トウ ヒツヨウ ジョゲン トウ

		6		電話相談や個別訪問を依頼する際に、料金は発生しますか。		料金は発生いたしません。（無料） ムリョウ

		7		電話相談には毎日応じてもらえますか。 デンワ ソウダン マイニチ オウ		原則、開設日は、４，５月は月・火・水曜日で、６月以降は月・水・金曜日の９：３０～１６：３０までです。
（祝日等により、曜日が変更になる場合もあります。開設日は、ホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）により、御確認ください。） ゲンソク カイセツビ ガツ ゲツ ヒ スイヨウ ヒ ガツ イコウ ゲツ スイ キンヨウ ヒ シュクジツ トウ ヨウビ ヘンコウ バアイ カイセツビ ゴカクニン

		8		（２回目以降に電話相談する際、）１回目に対応してもらったコンサルタントに、引き続き相談したい。 カイ メ イコウ デンワ ソウダン サイ カイメ タイオウ ヒ ツヅ ソウダン		電話相談は当番制のため対応するコンサルタントは毎回異なりますが、相談内容等についての情報は、コンサルタント内で共有し対応させていただきますので、御了承ください。 デンワ ソウダン トウバン セイ タイオウ マイカイ コト ソウダン ナイヨウ トウ ジョウホウ ナイ キョウユウ タイオウ ゴリョウショウ

		9		コンサルタントの個別訪問はどのように依頼すればよろしいですか。 コベツ ホウモン イライ		上記フリーダイヤルにてお申込みください。日程調整の上、コンサルタントを事業所に派遣させていただきます。 ジョウキ モウシコ ニッテイ チョウセイ ウエ ジギョウショ ハケン

		10		１回目に対応してもらったコンサルタントに、２回目以降の個別訪問を引き続き訪問してもらいたい。 カイメ タイオウ イコウ ヒ ツヅ ホウモン		可能です。上記フリーダイヤルにて御依頼いただきましたら、１回目に対応したコンサルタントに伝え、日程調整をさせていただきます。 カノウ ゴ イライ カイメ タイオウ ツタ ニッテイ チョウセイ

		11		コンサルタントの個別訪問の依頼回数は、２回が限度となりますか。 イライ		原則、２回の相談で書類等が作成できるよう助言等をさせていただきます。

		12		就業規則、賃金規程、計画書等処遇改善申請書類を作成してほしい。 キテイ ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ サクセイ		本事業の趣旨は、処遇改善加算取得促進に向けた書類の作成補助であり、事業所の就業規則等を一から全て、コンサルタントに依頼することはできません。
助言等（助言・指導・各種書類の作成補助等）とは、作成方法や改善点を示すなどの業務であり、実際に就業規則等の作成などの業務には対応できません。

就業規則等の作成及び改定、申請書類等の作成を依頼したい場合は、本事業とは別に、個別に契約をしていただく必要があります。御了承ください。

		13		電話相談又は個別訪問中に、本事業以外の件で、コンサルタントに相談することは可能ですか。 デンワ ソウダン マタ ジギョウ カノウ		本事業以外の件での御相談には応じかねます。御了承ください。 ジギョウ ゴ ゴリョウショウ

		14		計画書等処遇改善申請書類の一式が完成したので、提出したい。 ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ イッシキ カンセイ テイシュツ		提出先は、以下のとおりです。
（１）東京都担当部署
〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
処遇改善加算担当（障害福祉）
電　　　話：０３－５３２０－４２３０
受付時間：午前９時００分から正午、午後１時００分から午後５時３０分まで
　　　　　　　（平日のみ）

（２）八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合）
〒１９２－８５０１　東京都八王子市元本郷町３－２４－１
八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当
電　　　話：０４２－６２０－７２４５
受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（平日のみ） テイシュツ サキ イカ

		15		令和元年１０月に創設される福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、教えてほしい。 レ ガツ ソウセツ フクシ カイゴ ショクイン トウ オシ		個別訪問は対象外となりますが、電話で制度の概要を説明させていただくことは可能です。
また、提出先は上記のとおりです。 デンワ セイド ガイヨウ セツメイ カノウ テイシュツ サキ ジョウキ
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本事業について

処遇改善加算取得促進事業Ｑ＆Ａより

計画書等処遇改善申請書類の一式
が完成したので、提出したい。

提出先は、以下のとおりです。
（１）東京都担当部署
〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
処遇改善加算担当（障害福祉）
電　　　話：０３－５３２０－４２３０
受付時間：午前９時００分から正午、午後１時００分から午後５時３０分まで
　　　　　　　（平日のみ）

（２）八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合）
〒１９２－８５０１　東京都八王子市元本郷町３－２４－１
八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当
電　　　話：０４２－６２０－７２４５
受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（平日のみ）

令和元年１０月に創設される福祉・介
護職員等特定処遇改善加算につい
て、教えてほしい。

個別訪問は対象外となりますが、電話で制度の概要を説明させていただ
くことは可能です。
また、提出先は上記のとおりです。


Sheet1







		＜事業概要＞

		　東京都は、福祉・介護職員処遇改善加算（以下「加算」という。）について、東京都内に所在する障害福祉サービス等事業所（以下「事業所」という。）に対し、福祉・介護職員処遇改善に精通した社会保険労務士のうち福祉・介護職員処遇改善コンサルタント（以下「コンサルタント」という。）が、個々の事例に応じて、加算の新規取得や、より上位の加算の取得（以下「加算の取得等」という。）に必要な助言、指導、各種書類の作成補助等（以下「助言等」という。）のため、電話相談や事業所への個別訪問を行い、福祉・介護職員の処遇改善が広く行われるよう支援を行います。

　平成３１年度、東京都は、東京都社会保険労務士会に委託し、本事業を行います。 フクシ カイゴ ショクイン ショグウ カイゼン



		＜Ｑ＆Ａ＞

		No.		質問・要望 シツモン ヨウボウ		回答 カイトウ

		1		東京都以外の他道府県の事業所ですが、本事業の対象となりますか。		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、他道府県の事業所は対象外となります。
各道府県の障害福祉所管の処遇改善加算担当まで御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ トナイ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ ドウフケン ジギョウショ タイショウガイ カクドウフケン ショウガイ フクシ ショカン ショグウ カイゼン カサン タントウ ゴレンラク

		2		所在地が都内の島しょですが、本事業の対象となりますか。		都内に所在する障害福祉サービス等事業所が対象ですので、島しょの事業所も対象となります。 タイショウ

		3		事業所の開設準備中ですが、本事業の対象となりますか。 ジギョウショ カイセツ ジュンビ ナカ		東京都福祉保健局障害者施策推進部の指定所管に、指定申請書を提出していれば、開設予定（見込み）の事業所も対象となります。 トウキョウト フクシ ホケン キョク ショウガイシャ シサク スイシン ブ シテイ ショカン テイシュツ ヨテイ

		4		高齢分野の事業所ですが、本事業の対象となりますか。 コウレイ ブンヤ ジギョウショ		本事業の対象は、都内に所在する障害福祉サービス等事業所であり、その他の高齢分野や児童分野、保育分野の事業所は対象外となります。
高齢分野の事業所につきましては、東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課介護事業者担当（03-5320-4593（直通））に御連絡ください。 ホン ジギョウ タイショウ ナイ ショザイ ショウガイ フクシ トウ ジギョウショ タ コウレイ ブンヤ ジドウ ブンヤ ホイク ブンヤ ジギョウショ タイショウガイ コウレイ ブンヤ ジギョウショ カイゴ ホケン カ タントウ

		5		加算の取得又はより上位の加算の取得のために、どのような手続をすればよいか知りたい。 カサン シュトク マタ ジョウイ カサン シュトク テツヅキ シ		６月１１日（火）に、東京都社会保険労務士会（千代田区神田駿河台４－６　御茶ノ水ソラシティ　アカデミア４Ｆ）にて、加算の要件、加算の取得等に係る手続、就業規則等の作成方法等についての説明会及び相談会を開催いたします。
※説明会開催後、資料をホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）に掲載いたしますので、説明会に参加できない事業所であっても、御確認いただくことが可能です。

また、以下の電話番号により、コンサルタントが電話相談に応じたり、都内の事業所に直接コンサルタントを派遣し、加算の取得等に必要な助言等をさせていただきます。
フリーダイヤル　０１２０―１７９―１１７　（９：３０～１６：３０まで） ガツ ヒ ヒ トウキョウト シャカイ ホケン ロウムシ カイ チヨダク カンダ スルガダイ オチャ ミズ カサン ヨウケン カサン シュトク トウ カカ テツヅキ シュウギョウ キソク トウ サクセイ ホウホウ トウ セツメイカイ オヨ ソウダン カイ カイサイ セツメイカイ カイサイ ゴ シリョウ ケイサイ セツメイカイ サンカ ジギョウショ ゴカクニン カノウ イカ デンワ バンゴウ デンワ ソウダン オウ トナイ ジギョウショ チョクセツ ハケン カサン シュトク トウ ヒツヨウ ジョゲン トウ

		6		電話相談や個別訪問を依頼する際に、料金は発生しますか。		料金は発生いたしません。（無料） ムリョウ

		7		電話相談には毎日応じてもらえますか。 デンワ ソウダン マイニチ オウ		原則、開設日は、４，５月は月・火・水曜日で、６月以降は月・水・金曜日の９：３０～１６：３０までです。
（祝日等により、曜日が変更になる場合もあります。開設日は、ホームページ（https://www.tokyosr.jp/topics/2019-topics/34899/）により、御確認ください。） ゲンソク カイセツビ ガツ ゲツ ヒ スイヨウ ヒ ガツ イコウ ゲツ スイ キンヨウ ヒ シュクジツ トウ ヨウビ ヘンコウ バアイ カイセツビ ゴカクニン

		8		（２回目以降に電話相談する際、）１回目に対応してもらったコンサルタントに、引き続き相談したい。 カイ メ イコウ デンワ ソウダン サイ カイメ タイオウ ヒ ツヅ ソウダン		電話相談は当番制のため対応するコンサルタントは毎回異なりますが、相談内容等についての情報は、コンサルタント内で共有し対応させていただきますので、御了承ください。 デンワ ソウダン トウバン セイ タイオウ マイカイ コト ソウダン ナイヨウ トウ ジョウホウ ナイ キョウユウ タイオウ ゴリョウショウ

		9		コンサルタントの個別訪問はどのように依頼すればよろしいですか。 コベツ ホウモン イライ		上記フリーダイヤルにてお申込みください。日程調整の上、コンサルタントを事業所に派遣させていただきます。 ジョウキ モウシコ ニッテイ チョウセイ ウエ ジギョウショ ハケン

		10		１回目に対応してもらったコンサルタントに、２回目以降の個別訪問を引き続き訪問してもらいたい。 カイメ タイオウ イコウ ヒ ツヅ ホウモン		可能です。上記フリーダイヤルにて御依頼いただきましたら、１回目に対応したコンサルタントに伝え、日程調整をさせていただきます。 カノウ ゴ イライ カイメ タイオウ ツタ ニッテイ チョウセイ

		11		コンサルタントの個別訪問の依頼回数は、２回が限度となりますか。 イライ		原則、２回の相談で書類等が作成できるよう助言等をさせていただきます。

		12		就業規則、賃金規程、計画書等処遇改善申請書類を作成してほしい。 キテイ ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ サクセイ		本事業の趣旨は、処遇改善加算取得促進に向けた書類の作成補助であり、事業所の就業規則等を一から全て、コンサルタントに依頼することはできません。
助言等（助言・指導・各種書類の作成補助等）とは、作成方法や改善点を示すなどの業務であり、実際に就業規則等の作成などの業務には対応できません。

就業規則等の作成及び改定、申請書類等の作成を依頼したい場合は、本事業とは別に、個別に契約をしていただく必要があります。御了承ください。

		13		電話相談又は個別訪問中に、本事業以外の件で、コンサルタントに相談することは可能ですか。 デンワ ソウダン マタ ジギョウ カノウ		本事業以外の件での御相談には応じかねます。御了承ください。 ジギョウ ゴ ゴリョウショウ

		14		計画書等処遇改善申請書類の一式が完成したので、提出したい。 ケイカクショ トウ ショグウ カイゼン シンセイ ショルイ イッシキ カンセイ テイシュツ		提出先は、以下のとおりです。
（１）東京都担当部署
〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
処遇改善加算担当（障害福祉）
電　　　話：０３－５３２０－４２３０
受付時間：午前９時００分から正午、午後１時００分から午後５時３０分まで
　　　　　　　（平日のみ）

（２）八王子市担当部署（※八王子市へ提出する場合）
〒１９２－８５０１　東京都八王子市元本郷町３－２４－１
八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当
電　　　話：０４２－６２０－７２４５
受付時間：午前８時３０分から午後５時まで（平日のみ） テイシュツ サキ イカ

		15		令和元年１０月に創設される福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、教えてほしい。 レ ガツ ソウセツ フクシ カイゴ ショクイン トウ オシ		個別訪問は対象外となりますが、電話で制度の概要を説明させていただくことは可能です。
また、提出先は上記のとおりです。 デンワ セイド ガイヨウ セツメイ カノウ テイシュツ サキ ジョウキ



Ｑ＆Ａ（平成31年4月1日現在）


東京都福祉保健局
障害者施策推進部
地域生活支援課

障害分野

平成31年度 福祉・介護職員

処遇改善加算取得促進事業
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②無料相談窓口（フリーダイヤル）

東京都社会保険労務士会ＨＰ
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③個別訪問（個別訪問の申し込み）

②無料相談窓口（フリーダイヤル）で個別訪問
の申し込みをしてください。

✔ ０１２０―１７９―１１７
✔ 毎週月、水、金曜９：３０～１６：３０（祝日を除く）

本事業において個別訪問を実施する企業様は75社程度
を予定しております。お申込が予定数に達した場合、
受付を終了することがありますのでぜひお早めにお申
し込みください。
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③個別訪問（個別訪問の流れ）

①本日の説明会等の情報をもとに、貴社が目指す福祉・介護職員処遇改善加
算の「福祉・介護職員処遇改善計画書」、「キャリアパス要件に応じた各制
度の案」をご用意ください。
※ご不明な点は②無料相談窓口（フリーダイヤル）へ。

②福祉・介護職員処遇改善コンサルタントが1回目の訪問をし、ご用意いた
だいた資料等のチェックとアドバイスを行います。

③アドバイスをもとに「福祉・介護職員処遇改善計画書」、「キャリアパス
要件に応じた各制度の案」を修正してください。

④福祉・介護職員処遇改善コンサルタントが２回目の訪問をし、資料等の再
チェックと届出を目指したアドバイスを行います。
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平成31年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の
届出に係る提出書類 東京都福祉保健局

トップページ ＞ 書式ライブラリー ＞ 書式ライブラリー
カテゴリ ＞ 書式ライブラリー一覧

http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/Lib/LibD
spList.php?catid=022-042
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平成31年度福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の
届出に係る提出書類 八王子市

トップ > 事業者の方へ > 障害者（児）施設の開設・届出等 > 指定障害福
祉サービス事業等について > 処遇改善（特別）加算について > 平成31年度
福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の届出に係る提出書類

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/012/00
2/syoguukaizenkasann/p024464.html
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届出の提出先

○事業所単位で提出する場合

※八王子市で障害児入所支援を実施している場合は、別途東京都にお問い合わせください。

東京都へ提出

（必要書類④）

八王子市内の
事業所か

YES NO

八王子市へ提出

（必要書類⑤）

○法人一括で提出する場合

※八王子市で障害児入所支援を実施している場合は、別途東京都にお問い合わせください。

東京都へ提出

（必要書類①）

八王子市内に
事業所があるか

八王子市内と
その他区市町村に

事業所がある

八王子市内のみに
事業所がある

YES NO

東京都及び

八王子市へ提出

（必要書類③）

八王子市へ提出

（必要書類②）

号を入力してくだ
い。
入力しましたら、一
旦、上書き保存を
願いいたします。



福祉・介護職員処遇改善加算の
基本知識

14



15

④制度の基本知識 基本的考え方
加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業に

おける助成金（以下「助成金」という。）による賃金改善の効果を継続する
観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移
行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護
職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものである。
このため、当該助成金の交付を受けていた障害福祉サービス事業者、障害

者支援施設、障害児通所支援事業者又は障害児入所施設（以下「障害福祉サ
ービス事業者等」という。）は、原則として当該助成金による賃金改善の水
準を維持することが求められる。
平成27年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、事業主が福祉・介

護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、福祉・介護職員が積
極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとと
もに、福祉・介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、福祉・
介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくこ
とが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算
を拡充したものである。

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に関
する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてより
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平成29年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、障害福祉人材の職
場定着の必要性、障害福祉サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制
度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形での
キャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行ったもの
である。
平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び

（Ⅴ）について、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数
での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の
簡素化の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これを廃止することと
したものである。
なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害

児相談支援は算定対象外とする。

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に関
する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてより
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目的、加算の種類及び算定要件

東京都福祉保健局「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算概要」より



18 東京都福祉保健局「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算概要」より

加算の区分と算定要件



19 東京都福祉保健局「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算概要」より

算定要件



20 東京都福祉保健局「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算概要」より

加算の流れ



21 東京都福祉保健局「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算概要」より

注意点



22 東京都福祉保健局「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算概要」より

注意点
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⑤平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果



24 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

加算Ⅰを取得している事業所等は61％にとどまる



25 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

加算Ⅰを取得することが困難な理由



26 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

加算Ⅱを取得することが困難な理由



27 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

キャリアパス要件ⅠおよびⅡを満たすことが困難な理由



28 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

給与等の引上げの実施方法



29 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

平均給与額の状況（常勤、職種別、手当・一時金含む）



30 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

平均給与額の内訳（常勤）



31 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

平均給与額の状況（常勤・勤続年数別）



32 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

平均給与額の状況（常勤、保有資格別）



33 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

平均給与額の状況（非常勤、職種別、手当・一時金含む）



34 平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果

職場環境等要の状況
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⑥キャリアパス制度の構築
＜対象職種＞
次のいずれかの職種とする。
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サ
ービス経験者（注１）、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

注１ 障害福祉サービス経験者とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）に規定する、学校教育法（昭和22年法律
第26号）の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の規定
により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通所の
課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣
がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上障害福祉サービスに係る業
務に従事した者をいう。
注２ 各障害福祉サービス等の指定基準において置くべきこととされている従業者の職種に限ら
ず、対象職種に該当する従業者は対象となること。

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に関
する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてより

管理者、サービス管理責任者、児童
発達支援管理責任者は加算の対象外
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✔ 指定基準において置くべきとされている従業者の職種に限
らず、直接処遇職員（医療職を除く。）に該当する従業者は対
象となる。

✔ 法人代表者（代表取締役、代表社員、代表理事 等）は対象
とならない。

✔ 法人役員であっても、該当職種に従事しており、役員報酬
とは別に賃金が支払われていれば、その賃金に対する改善分に
ついては加算の充当が認められる。

対象者等の補足



用語 用語の意味 キャリアパス要件Ⅰを満たすために必要なこと（注意すること）

職位

職員が担当する仕事内容（職務内容）や仕事の
責任（職責）に応じた組織内でのポジション（地
位）のことをいいます。介護事業所における職位
は、「上級ヘルパー」「初級ヘルパー」などのよ
うに表現されますが、上記の意味を持つものなら、
職位の呼称自体は事業所が自由に決められます。

キャリアパス要件Ⅰは、介護職員に対し、上位職位への任用の道筋を示
すものです。したがって、少なくとも2段階以上の職位を定めることが必
要です。なお、指定基準上、配置義務付けられる「管理者」「サービス提
供責任者」「生活相談員」といった職種（介護事業所の仕事の種類と考え
られます。）を定めただけでは、キャリアパス要件Ⅰの職位を定めたこと
になりません。

職責 職員が担当する仕事の責任のことをいいます。 職位（「上級ヘルパー」「初級ヘルパー」等）ごとに求められる責任の
違いを定めます。

職務内容 職員が担当する仕事の内容のことをいいます。 職位ごとに任される仕事内容の違いを定めます。

任用等の要件 上位の職位になるための条件のことをいいます。
職員が上位の職位を任されるために必要な条件を定めます。具体例とし

ては、保有資格やサービス提供時間数、事業所が行う任用試験の合格など
が挙げられます。

賃金体系 各職位に対応する賃金の体系のことをいいます。
職位ごとに給与表を分ける、上位の職位に対して手当をつけるなど、上

位の職位になったときにどのような賃金が支払われるかを定めます。
ここでいう賃金には、基本給、手当、賞与等を含みますが、明確な支給

根拠がなく臨時に支払われる一時金等は除きます。

就業規則等

労働基準法で定める就業規則（賃金規程等の付
属規程を含みます。）のほか、取扱要領や労働基
準法上、就業規則作成義務のない事業場（常時雇
用する職員が10人未満の場合）における内規等の
ことをいいます。

常時10人以上の職員（パート、アルバイト等を含みます。）を雇用す
る事業所は、就業規則の作成・届出義務がありますが、そのような事業所
でもキャリアパス制度や職位に応じた賃金体系等を「取扱要領」「細則」
などの運用手順書の形式で定めていることがあります。
これらのものでも職員に周知していれば、労働基準監督署への届出の有

無を問わず、就業規則と同様に扱うということです。「キャリアパス表」
なども同様の扱いです。

用語の定義 ／ 基準は職位
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キャリアパス構築の推奨ステップ

38

①キャリアパス図（キャリアパスの経路）の作成
②キャリアパス表、職務遂行能力の基準、任用要件
の作成

③能力評価シートの作成
（研修計画、資格取得支援の仕組みの作成）

④昇給の仕組みの作成、賃金の決定
⑤上記内容に即した規程をつくる



キャリアパス図(イメージ)

39



分かりやすくまとめるキャリアパス表
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社会福祉法人様のキャリアパス例



キャリアパス作成の要素①
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 福祉・介護職員処遇改善加算で求められるキャリアパス（任用要件）の定義は、
「介護福祉士等の資格、経験年数、介護技術、研修受講歴、過去に従事した職務内
容を踏まえて、職位や職責を定めること。パート職員等の有期雇用契約により採用
している従業者を正規職員にする場合の要件を定めていることも該当。」

 福祉・介護職員処遇改善加算で求められているキャリアパスは、福祉・介護職員に
限定されたもの。しかし、企業には、その他の業務を行う職員も存在するためその
処遇改善対象外職種のスタッフへの対策が必要（マネジメントキャリアなどにキャ
リアを分けることも検討）。

 障害福祉サービスに従事する職員は、利用者に役立つことに対しては非常に積極的
だが、会社の業績に責任を負う働き方は求めていない（役職につきたくない人が多
数）。これは、小規模企業から大企業まで規模に関わらず同じ特性であり、事業者
の大きな悩みでもある。マネジメント職になることを求めていない現場スタッフが
多いため、現場スタッフをマネジメント職に育てるという考えで成果が上がらない
のであれば、マネジメント職はマネジメント業務をやりたい人を採用すると割り
切って考え、制度を構築することも検討が必要。



キャリアパス作成の要素②

43

 一般的な産業では10年以上かけてマネジメント人材を育てている企業が多い中、
介護業界では2～3年でマネジメント業務を任される環境に置かれ、責任に耐え切
れず仕事を辞めてしまうこともよく見られる（企業がマネジメント人材を育てる余
力がない）。

 小規模事業所ほどキャリアパス（実質はキャリアラダー）が必要。役職・役割での
ポジションが用意できないため職能・職務等でのレベル分けしかできない。

 ベテランの非正規職員が正規職員を指導することが珍しくない業界。教育職・指導
職は非正規職員も対象として制度化することを推奨。

 「勤務制限がない」「異動ができる」ことは、本来介護職員の職務内容には関係な
いため正規職員と非正規職員とも使えるキャリアパスを推奨。

 異動が必要な職員が本当に存在するか？を十分に検討する。
障害福祉サービス事業所では職種限定、勤務地限定の正職員がベースになることが

多い。
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・（職務遂行能力の基準と）能力評価シートの作成
・職業能力評価基準の活用…モデル評価シート

⑦能力評価制度、研修・資格取得支援制度の構築



（実例）
職業能力評価基準を活用して能力評価シートを作成
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能力評価制度作成の要素①

46

 能力評価は、前段で作成したキャリアパス表で定め
る「職務遂行能力の基準」を満たすかどうかという
観点で評価を行う。（例：P40レベル１ケアスタッ
フ初級に求められる職務遂行能力の基準）

 評価シートは、企業によっていろいろなフォームが
あるが、一番シンプルなのは「職務遂行能力の基
準」をそのまま評価項目とし、それが「できたか」
「できなかったか」を判定すること。



レベル１の職務遂行能力の基準 例
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能力評価制度作成の要素②

48

 福祉・介護業界では職能基準か役職基準を採用する評価制度が多い。
 一般的な障害福祉サービス事業所では業務の兼務、担当替え等は頻繁に起こる。職
務基準の場合は、簡単に兼務・担当替えができないという側面があるので、（職務
基準よりは兼務等に対応しやすい）職能基準がメジャーになっている。

 採用難・離職率の高止まりの状況を鑑みると「どうしてもこの職場で働かなければ
ならない」という人事制度施策を目指す必要がある。賃金水準、職場環境、やる気
など、どのような点を効果的に評価することで職員が定着するか、毎年定例的に見
直すことが望ましい。

 評価項目はとにかく具体的に設定することが望ましい。レベルの基準も具体的なほ
ど良い。その一方で、評価のランクは少ない方が望ましい（素人でも継続して評価
制度の運用ができることを目指す）。

 営業数字のようなわかりやすい評価指標が設定できない障害福祉サービス事業所で
は、とにかく曖昧を排除することが望ましい。例えば、「サービスができたか・で
きなかったか」で評価する（人事担当者がいない企業でも継続しやすいため）。

 専任の人事担当者が配置できるのであれば、情意・能力・業績評価等の組み合わせ
などで評価制度を構築することは可能だと思われるが、専任の人事担当者がいない
事業所ではシンプルな能力評価制度以外は継続が難しい。



スキルチェック項目の設定例（明確な評価指標例）
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研修計画

50

 能力評価シートと連動した計画が望ましい

年間研修計画のテーマ、対象者は
職位レベルごとに作成した能力評価
シートの分類・職務遂行能力の要素

等を反映する

処遇改善加算の要件ではありませんが、
マネジメントの研修も計画を立てて実施

することを推奨



研修計画
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 研修を実施する際は、研修実施の通知・受講管理表（兼研修
参加者名簿）・研修レポートを使用し、いつどのような研修
を実施し、誰が受講したのか、エビデンスを残す。



資格取得支援
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 資格取得支援は「研修受講のための勤務シフトの調整」
「休暇の付与」「費用（交通費、受講料等）の援助」などが
考えられる。

 資格取得支援についても、特定事業所加算等の他の加算を目
指すときに必要となる資格を設定することはもとより、職務
遂行能力の要件（職位基準）として「必要な資格」を定めた
ときは、その取得を支援し職員のキャリアアップを推進する。

 資格取得支援のうち「費用の援助」については、福祉・介護
業界では多くの会社が導入している。現実に資格取得支援を
行っている会社の場合は、その制度を規程としてエビデンス
化をするだけで要件を満たす場合もある。
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⑧賃金制度の構築
＜賃金の種別＞
福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象と
なる賃金項目を特定した上で行ってください。
加算の趣旨は、職員の賃金を向上させることであり、費用弁償的に支払うもの、恩給的に支払
うもの、直接賃金を改善しないものは賃金改善に該当いたしませんので、ご注意ください。

名古屋市「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算を算定される事業者
の方へ」より



54

「昇給対象」の「〇」「×」「―」の意味は次の通り
「〇」：キャリアパス要件Ⅲを満たした昇給の対象となりうる
「×」：処遇改善加算による賃金改善の対象外
「―」：キャリアパス要件Ⅲの「経験」「資格」「評価」による昇給とはいえない、または馴染まない

賃金体系の構成要素



加算Ⅰの要件（キャリアパス要件Ⅲ）

55 平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より
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①毎年昇給が義務というわけではない。
×定期＝毎年 定めた機会ごとに昇給する定機昇給と考える

②初めに整備するべきは「資格による昇給の仕組み」
介護福祉士、社会福祉士、ＰＳＷ等を含む資格による昇給
（特定事業所加算等への対応）

③評価昇給制度がベスト
介護福祉士等の取得に繋げるための定期的な能力評価を行い、
賃金制度もこれにリンクした評価昇給制度を整備することを推奨

（資質向上のための目標にもリンクさせる）

キャリアパス要件Ⅲで求められる昇給とは？



賃金制度作成の要素①
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 処遇改善加算で求められる賃金体系の要件（職位、職責又は職務内容等に応じた賃
金体系）とは、職務、職能に応じた等級を定めることや、役職、資格、能力、経験
や職務内容に応じた手当を定める等がある（使用者の裁量により支払われるような
一時金は除く。）。

 福祉・介護職員処遇改善加算は時限措置である。
 評価による基本給の昇給は必要だがベースアップ等での基本給での大幅な処遇改善
や、勤続のみの昇給は危険をともなうため慎重に実施する必要がある。

 日本の労働慣行では基本給の減額は不利益変更にあたるため、原則として従業員
個々人（ひとりひとり）の同意が必要となる。

 特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。
 前年の年間給与支給額（ボーナスも含めて）から、今年度の年間給与支給額が下
がってはいけない（特定の手当等を引き上げて処遇改善を行ったと報告をし、実態
は基本給の減額やボーナスの減額があり年間給与支給額が減っているということは
認めない）



賃金制度作成の要素②
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 事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善
を行う場合には、（収支の状況・賃金引下げの内容・経営及び賃金水準の改善の見
込み・賃金引下げについての労使合意等の必要な手続きが確認できる書類として）
特別な事情に係る届出書の届出が義務であり、この届出がないままに賃金引き下げ
を行っていたと判明した場合は、遡って加算の算定が不認定になりえる。

 非正規職員であっても介護職員は処遇改善の対象となります。非正規職員の対応を
忘れている事業所が多数みられるため気を付ける。



賃金制度推奨イメージ

加算給等 時限措置対応/調整的要素

役割手当等 指定上の役割等

介護福祉士等

中途採用は経験を反映

資格
基本給 評価結果をフィードバックするとともに

原資が余ったら
一時金で支給

資格手当
資格

特定手当 特定事業所加算等

評価

資格取得を評価

目指す
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⑨就業規則の作成例 キャリアパス規程

第１章 総則

（目的）
第１条 この規程は、職員のキャリアパス制度について定める。

（適用範囲）
第２条 この規程は、就業規則第●条に定める正職員および契約職員に適用する。

（キャリアパス制度）
第３条 この規程には、キャリアパス制度として次の各号の事項を定める。
（１） 職位制度
（２） 職員の職位に応じた職務（障害福祉サービス事業所の管理者、サービス提供
責任者などをいう。以下同じ）の任用
（３） 第1号および前号の内容に応じた給与制度
（４） 研修制度
（５） 資格取得補助制度
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⑨就業規則の作成例 キャリアパス規程
第２章 職位制度

（職位）
第４条 職位とは、職員の職務遂行能力に応じた組織上の地位のことをいい、職位の
レベルと各職位の任用要件については、別紙の「キャリアパス表」に定める。
２． 前項の職位は、次の各号のキャリアパス（職員の適性、能力に応じた段階的な
キャリア形成の道筋）に応じて定める。
（１） 専門職キャリア
（２） マネジメントキャリア

（昇格）
第５条 昇格とは、職員が職務遂行能力の向上により、上位レベルの職位に任用され
ることをいう。
２． 前項の昇格は、会社が能力評価の結果、昇格試験の結果等により判断し、上位
職位への適性があると判断した職員に対して実施する。
３． 前項の能力評価については、別に定める。
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（昇格の時期）
第６条 昇格は、原則として毎年1回4月に行うものとする。ただし、会社が特に必
要と認めた場合には臨時に実施することがある。

（キャリアパスの変更）
第７条 職員が第4条第2項のキャリアパスの変更を希望して会社がこれを認めた場
合、または会社が事業の運営上必要と判断したときは、職員のキャリアパスを変更す
ることがある。ただし、福祉・介護の実務経験を有しないマネジメントキャリアの職
員については、原則として専門職キャリアへの変更は行わない。

（キャリアパス変更時の職位の取り扱い）
第８条 前条のキャリアパスの変更を行った場合、職員の職位は、原則として変更後
のキャリアパスで変更前と同じ職位レベルのものを適用する。

（職位に応じた給与）
第９条 職位に応じた職員の月例給与については、給与規程に定める。
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第３章 職務の任用

（職務の任用）
第10条 会社は、職員のキャリアパス、職位に応じた職務任用を行う。
２． 前項の職務任用は、原則としてキャリアパス表の基準により行うものとする。

第４章 研修制度

（研修）
第11条 会社は、職員の資質向上を目的として、職員の職位レベルに応じた研修を
実施する。
２． 前項の研修は、会社が定めた研修計画に基づき実施する。
３． 職員は、会社の指示する研修を誠実に受講しなければならない。
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第５章 資格取得補助制度

（資格取得補助制度）
第12条 会社は、職員の資質向上につながる資格取得を支援するため、職員が次の
各号の資格を取得（研修の受講を含む。）するための費用を補助する。
（１） 介護福祉士
（２） 社会福祉士
（３） その他、会社が必要と認めた資格

（補助金）
第13条 前条の資格取得のための補助金額は、原則として受験講座の受講に要した
費用の半額とする。
２． 職員が資格の取得にあたり、他の公的な資格補助金制度（教育訓練給付金他）
を利用した場合、会社は前項の補助金額から公的な資格補助金分の金額を差し引いた
額を補助金として職員に支給する。
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（補助金の支給条件）
第14条 会社は、職員が次の各号の条件をすべて満たした場合に補助金を支給する。
（１） 対象となる講座の受講を修了し、講座を実施した教育機関から修了証の交付
を受けていること。
（２） 補助金の支給月に在籍し、勤務実績があること。
（３） 社長の承認を得ること。

（補助金の支給申請）
第15条 補助金の対象となる講座の受講を完了した職員は、講座受講料の領収書を
添付した「資格取得補助金申請書」（以下、「申請書」という。）を講座の終了日か
ら1ヵ月以内に所属長に提出して、社長の承認を得なければならない。
２． 前項の申請を社長が承認した場合、会社は申請を行った職員に対し補助金を支
給する。

（補助金の支給）
第16条 補助金は、前条の支給申請を社長が承認した月の翌月給与に加算して支給
する。
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（講座を受講する時間の取り扱い）
第17条 職員が補助金の対象となる講座を受講する時間は業務としては扱わず、会
社は、その受講時間に対する給与の支払いは行わない。

第６章 雑則

（制度の見直し）
第18条 この規程に定めるキャリアパス制度は、介護保険、処遇改善加算制度等の
動向を踏まえて制度の見直しを行うことがある。

＜ 付則 ＞
この規程は平成●年●月●日より施行する。
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2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容より
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