
関係法令等 評価区分

第1 基本方針

(1) (1)都条例155号第3条
第2項

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第3条
第3項
(2)令和2年4月17日付
2福保障施第179号
「施設・事業所にお
ける虐待防止体制の
整備の徹底につい
て」（通知）

Ｃ

(3) (1)都条例155号第97
条

Ｂ又はＣ

指 導 監 査 基 準 （ 指 定 短 期 入 所 ）

○根拠法令

「支援法」＝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（平成17年法律第123号）

「都条例155号」＝東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第155号）

「都規則175号」＝東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成24年東京都規則第175号）

項目 基本的な考え方（観点）

「障発1206001通知」＝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の事業等の人員、設備及び運営に
                     関する基準について（平成18年12月6日障発第1206001号）

「平18厚労告523」＝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年厚生労働省告示第523号）

「平18厚労告548」＝厚生労働大臣が定める者（平成18年厚生労働省告示第548号）

「平18厚労告543」＝厚生労働大臣が定める基準（平成18年厚生労働省告示第543号）

「障発1031001通知」＝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）

指定短期入所及び共生型短期入所事業者は、利用者又は当該利用者である障害児の保護
者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は利用者である障害児の保護者の立場
に立った指定短期入所の提供に努めているか。

指定短期入所の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて
入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものとなって
いるか。

指定短期入所及び共生型短期入所事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた
め、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実
施その他の必要な措置を講ずるよう努めているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

第2 人員に関する基
準

支援法第43条第1項

1 従業者の配置の
基準

(1) (1)都条例155号第98
条第1項

Ｃ

ア (2)都条例155号第98
条第1項第1号
(3)都規則175号第15
条第1項第1号

イ (4)都条例155号第98
条第1項第2号
(5)都規則175号第15
条第1項第2号

(ア)

(イ)

(一) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６人以下
　１人以上

(二) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６人を超える場合
　１に当該日の指定短期入所の利用者の数が６を超えて６又はその端
数を増すごとに１を加えて得た数以上

(2) (1)都条例155号第98
条第2項

Ｃ

ア (2)都条例155号第98
条第2項第1号
(3)都規則175号第15
条第2項第1号

支援法第５条第８項に規定する施設が併設事業所を設置する場合において、当該施設及
び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定
める基準を満しているか。

指定障害者支援施設である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を
設置する場合
当該入所施設等の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該入所施
設等の利用者の数とした場合において、当該入所施設等として必要とされる数以
上

指定自立訓練（生活訓練）事業所等である当該施設が、指定短期入所事業所とし
て併設事業所を設置する場合
　（ア）又は（イ）に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ
（ア）又は（イ）に定める数

指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等を提供する時間帯
指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数及び併設事業所の利用者の
数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数とした場
合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等における生活支援員又
はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

指定短期入所を提供する時間帯（（ア）に掲げるものを除く。）
 次の(一)又は(二)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応
じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

支援法第５条第８項に規定する施設が、空床利用型事業所に置くべき従業者の員数は、
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数となっているか。

入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設
置する場合
当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の
利用者の数とした場合において、当該施設として必要とされる数以上
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

　 イ (4)都条例155号第98
条第2項第2号
(5)都規則175号第15
条第2項第2号

(ア)

(イ)

(一) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６人以下
　１人以上

(二) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６人を超える場合
　１に当該日の指定短期入所の利用者の数が６を超えて６又はその端
数を増すごとに１を加えて得た数以上

(3) Ｃ

ア

(ア)

指定自立訓練（生活訓練）事業者等である当該施設が、指定短期入所事業所とし
て空床利用型事業所を設置する場合
（ア）又は（イ）に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ
（ア）又は（イ）に定める数

指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等を提供する時間帯
当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所
の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の
数とした場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等における生
活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。）
次の(一)又は(二)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応
じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数

指定生活介護事業所等において指定短期入所の事業を行う場合
　（ア）又は（イ）に掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれ
（ア）又は（イ）に掲げる数

単独型事業所に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号
に定める数となっているか。

指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就
労継続支援Ａ型、指定就労継続支援Ｂ型、指定共同生活援助、外部サービス
利用型指定共同生活援助又は指定通所支援のサービス提供時間帯
　当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の
数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合におい
て、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者
として必要とされる数以上

(1)都条例155号第98
条第3項第1号
(2)都規則175号第15
条第3項第1号
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(イ)

(一) 当該日の指定短期入所利用者の数が６人以下
　１人以上

(二) 当該日の指定短期入所利用者の数が６人を超える場合
　１に当該日の指定短期入所利用者の数が６を超えて６又はその端数
を増すごとに１を加えて得た数以上

イ (3)都条例155号第98
条第3項第2号
(4)都規則175号第15
条第3項第2号

2 管理者 (1) (1)都条例155号第99
条
準用（第51条）

Ｃ

第3  設備に関する基
準

支援法第43条第2項

設備及び備品等 (1) (1)都条例155号第100
条第1項

Ｃ

(2) (1)都条例155号第100
条第2項

Ｃ

(3) (1)都条例155号第100
条第3項

Ｃ

(4) (1)都条例155号第100
条第4項
(2)都規則175第16条

Ｃ

指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに専ら当該指定短期入所事業所の管理
に係る職務に従事する常勤の管理者を置いているか。（ただし、指定短期入所事業所の
管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷
地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。）
または、他の職務との兼務は適切か。

単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を規則で
定める
基準により設けているか。

指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、（ア）
に掲げる時間以外の時間帯
　次の（一）又は（二）に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞ
れ（一）又は（二）に定める数

指定生活介護事業所等以外の単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場
合
　前記（３）ア(イ)の（一）又は（二）に掲げる当該日の利用者の数の区分に応
じ、それぞれ当該規定に定める数

指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第５条第８項に規定する施設の居室であっ
て、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いているか。

併設事業所は、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当
該併設本体施設及び当該併設事業所の利用者の支援に支障がないときには、当該併設本
体施設の設備（居室を除く。）を指定短期入所の事業の用に供することとしているか。

空床利用型事業所は、当該施設として必要とされる設備を有しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

第4 運営に関する基
準

支援法第43条

1 内容及び手続の
説明及び同意

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第13条第1項）

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第13条第2項）

Ｃ

2 提供拒否の禁止 (1) Ｃ

①

②

③

④

3 連絡調整に対す
る協力

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第16項）

Ｃ

4 サービス提供困
難時の対応

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第17項）

Ｃ

指定短期入所事業者は、正当な理由がなく、指定短期入所の提供を拒んではいないか。
特に障害支援区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否していないか。
なお、正当な理由がある場合とは、下記のとおり。

指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用
申込者に対し自ら必要な指定短期入所事業を提供することが困難であると認める場合
は、他の指定短期入所事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

指定短期入所事業者は、支給決定障害者等が指定短期入所の利用の申込みを行ったとき
は、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をするとともに、当該利用申
込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定短期入
所の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

指定短期入所事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利
用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合

利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業実施地域外である場合

当該事業者の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっ
て、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適
切な指定短期入所を提供することが困難な場合

入院治療が必要な場合

指定短期入所事業者は、指定短期入所の利用について区市町村又は一般相談支援事業若
しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、協力できるよう努めているか。

(1)都条例155号第108
条
準用（第15条）
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

5  受給資格の確認 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第18条）

Ｃ

6 介護給付費の支
給の申請に係る
援助

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第19条第1項）

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第19条第2項）

Ｃ

7 心身の状況等の
把握

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第20条）

Ｃ

8 指定障害福祉
サービス事業者
等との連携等

(1) (1)都条例155号 第
108条
準用（第21条第1項）

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第21条第2項）

Ｃ

9 サービスの提供
の記録

(1) (1)都条例155号第108
条
準用(第23条第1項)

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第23条第2項）

Ｃ

指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供の開始に際し、支給決定障害者等の提示す
る受給者証により支給決定の有無及び有効期間、支給量等を確認しているか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置か
れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めてい
るか。

指定短期入所事業者は、(1)の規定による記録に際し、支給決定障害者等から指定短期
入所の提供を受けたことについて確認をしているか。

指定短期入所事業者は、介護給付費の支給の申請をしていないことにより支給決定を受
けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに当該
申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

指定短期入所事業者は、支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有
効期間の終了に伴う介護給付費の支給の申請について、必要な援助を行っているか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、地域及び家庭との結びつき
を重視した運営を行い、区市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医
療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めているか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に
対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
の密接な連携に努めているか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、当該指定短期入所の提供日、内
容その他必要な事項を、その提供の都度、記録しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

10  対象者等 (1) (1)都条例155号第102
条第1項

Ｃ

(2) (1)都条例155号第102
条第2項

Ｃ

11 入退所の記録の
記載等

(1) (1)都条例155号第103
条第1項

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第103
条第2項

Ｃ

12 支給決定障害者
等に求めること
ができる金銭の
支払の範囲等

(1) (1)都条例155号
第108条
準用（第24条第1項）

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第24条第2項）

Ｃ

13 利用者負担額等
の受領

(1) (1)都条例155号第104
条第1項

Ｃ

(2) (1)都条例155号第104
条第2項

Ｃ

指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護を
受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供しているか。

指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提
供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必
要な援助に努めているか。

指定短期入所事業者は、利用者の入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名
称、当該入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下「受給者証記載事項」とい
う。）を、支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。

指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を
受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る
受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを区市町村に提出しているか。

指定短期入所事業者が指定短期入所を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を
求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を直接向上させるもので
あって、かつ当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られてい
るか。

(1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害
者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定
障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。（ただし、13の(1)から(3)までに
掲げる支払については、この限りでない。）

指定短期入所事業者は、法定代理受領を行う指定短期入所を提供した際は、支給決定障
害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けているか。

指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決
定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを
受けているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(3) Ｃ

ア

イ

ウ

エ

(4) (1)都条例155号第104
条第4項

Ｃ

(5) (1)都条例155号第104
条第5項

Ｃ

14 利用者負担額に
係る管理

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第26条）

Ｃ指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同
一の月に当該指定短期入所事業者が提供する指定短期入所及び他の指定障害福祉サービ
ス等を受けたときは、当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障
害福祉サービス等費用基準額から当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に
つき支援法第29条第3項（支援法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含
む。）の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額
（利用者負担額合計額）を算定しているか。
この場合において、当該指定短期入所事業者は、利用者負担額合計額を区市町村に報告
するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した
指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

アからウに掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費
用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決
定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

指定短期入所事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該
費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。

指定短期入所事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、
支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定
障害者等の同意を得ているか。

指定短期入所事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提
供される便宜に要する費用のうち規則で定める費用の額の支払いを支給決定障害者等か
ら受けているか。

食事の提供に要する費用

光熱水費

日用品費

(1)都条例155号第104
条第3項
(2)都規則175号第17
条
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

15 介護給付費の額
に係る通知等

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第27条第1項）

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第27条第2項）

Ｃ

16 指定短期入所の
取扱方針

(1) (1)都条例155号第105
条第1項

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第105
条第2項

Ｃ

(3) Ｂ又はＣ

※

17 サービスの提供 (1) (1)都条例155号第106
条第1項

Ｃ

(2) (2)都条例155号第106
条第2項

Ｃ

(3) (3)都条例155号第106
条第3項

Ｃ

(4) (4)都条例155号第106
条第4項

Ｃ

(5) (5)都条例155号第106
条第5項

Ｃ

指定短期入所事業者は、法定代理受領により区市町村から指定短期入所に係る介護給付
費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護
給付費の額を通知しているか。

指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所に係る指定障害福祉サー
ビス等費用基準額の支払を受けた場合は、当該指定短期入所の内容、費用の額その他必
要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し、交付し
ているか。
指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提
供されているか。

指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨と
し、利用者又はその介護を行う者に対し、指定短期入所の提供方法等について、理解し
やすいように説明を行っているか。

指定短期入所事業者は、提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図っ
ているか。

(1)福祉法第78条
(2)都条例155号第105
条第3項
(3)平成24年9月7日24
福保第638号「東京都
における福祉サービ
ス第三者評価につい
て（指針）の改正に
ついて」

福祉サービス第三者評価を、定期的かつ継続的（少なくとも３年に１回以上）に受審し
てい
るか。

指定短期入所の提供に当たっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ
う、利用者の心身の状況に応じ、必要な技術をもって行っているか。

指定短期入所事業者は、利用者を入浴させ、又は清しきをしているか。

指定短期入所事業者は、利用者に対し、当該支給決定障害者等の負担により、当該指定
短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはいないか。

指定短期入所者事業者は、支給決定障害者等からの依頼を受けた場合には、利用者に対
して食事の提供を行っているか。

利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするととも
に、適切な時間に提供しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

18 緊急時等の対応 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第32条）

Ｂ又はＣ

19 支給決定障害者
等に関する区市
町村への通知

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第33条）

Ｂ又はＣ

20 運営規程 (1) (1)都条例155号第101
条

Ｂ又はＣ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

21 　定員の遵守 　 (1)都条例155号第107
条
(2)都規則175第18条

Ｃ

①

②

③

指定短期入所事業所の従業者は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に
病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必
要な措置を講じているか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正
な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見
を付してその旨を区市町村に通知しているか。

指定短期入所事業者は、各指定短期入所事業所において、次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いるか。

事業の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容

利用定員

指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

指定短期入所の利用に当たっての留意事項

緊急時等における対応方法

非常災害対策

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

虐待の防止のための措置に関する事項

その他事業の運営に関する重要事項

併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超える利用者の数

空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（指定共同生活援助事業所又は外部
サービス利用型共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニットごとの入居
定員）及び居室の定員を越える利用者の数

単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超える利用者の数

指定短期入所事業者は、次の各号に掲げる事業者ごとに、それぞれの規定で定める数以
上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供していないか。
ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

10



関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

22 秘密保持等 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第36条第1項）

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第36条第2項）

Ｂ又はＣ

(3) (1)都条例155号第108
条
準用（第36条第3項）

Ｃ

23 情報の提供等 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第37条第1項）

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第37条第2項）

Ｂ又はＣ

24 利益供与等の禁
止

(1) (1)都条例155号第108
条
準用（第38条第1項）

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第38条第2項）

Ｃ

25 苦情解決 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第1項）

Ｂ又はＣ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第2項）

Ｃ

管理者及び指定短期入所事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

指定短期入所事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務
上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じてい
るか。

指定短期入所事業者は、他の指定短期事業者等に対し、利用者又はその家族に関する情
報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ている
か。

指定短期入所事業者は、指定短期入所を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用す
ることができるように、当該指定短期入所事業者が実施する事業の内容に関する情報の
提供を行うよう努めているか。

指定短期入所事業者は、当該指定短期入所事業者について広告をする場合は、その内容
が虚偽又は誇大なものとなっていないか。

指定短期入所事業者は、一般相談支援事業を行う者若しくは特定相談支援事業を行う
者、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家
族に対して当該指定短期入所事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上
の利益を供与していないか。

指定短期入所事業者は、一般相談支援事業を行う者若しくは特定相談支援事業を行う
者、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族
を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

指定短期事業者は、その提供した指定短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情
に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な
措置を講じているか。

指定短期入所事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し
ているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(3) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第3項）

Ｃ

(4) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第4項）

Ｃ

(5) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第5項）

Ｃ

(6) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第3～5
項）

Ｃ

(7) (1)都条例155号第108
条
準用（第39条第6項）

Ｃ

指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、支援法第48条第１項の規定
により知事又は区市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提
示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類
その他の物件の検査に応じるとともに、利用者又はその家族からの苦情に関して知事又
は区市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は区市町村長から指導又は助言を
受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

指定短期入所事業者は、知事、区市町村又は区市町村長から求めがあった場合には、
(3)から(5)までの改善の内容を知事、区市町村又は区市町村長に報告しているか。

指定短期入所事業者は、社会福祉法第85条に規定による運営適正化委員会が行う調査又
はあっせんにできる限り協力しているか。

指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、支援法第10条第１項の規定
により区市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当
該職員からの質問若しくは指定短期入所事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の
検査に応じるとともに、利用者又はその家族からの苦情に関して区市町村が行う調査に
協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に
従って必要な改善を行っているか。

指定短期入所事業者は、その提供した指定短期入所に関し、支援法第11条第２項の規定
により知事が行う報告若しくは指定短期入所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提
出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じるとともに、利用者又はその家族
からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受け
た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

26 事故発生時の対
応

(1) Ｃ

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第40条第3項）

Ｃ

(3) (1)平成28年9月15日
付障障0915第1号「社
会福祉施設等におけ
る防犯に係る安全の
確保について（通
知）」

Ｂ

27 　会計の区分 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第41条）

Ｃ

死亡事故（誤嚥によるもの等）

入院を要した事故（持病による入院等は除く）

（イ以外の）医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故

薬の誤与薬（その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告）

指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により事故が発生した場合
は、速やかに都、区市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状
況処置についての記録その他必要な措置を講じているか。
なお、都への報告対象事故等については、以下のとおり。

(1)都条例155号第108
条
準用（第40条第1項）
(2)令和2年4月16日付
2福保障施第178号
「施設・事業所にお
ける事故等防止対策
の徹底について（通
知）」

無断外出（警察・消防等の他の機関が関わったもの）

感染症の発生

事件性のあるもの（職員による暴力事件等）

保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの

指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供により賠償すべき事故が発
生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

指定短期入所事業者は、外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保のため、
必要な取組を図るとともに、関係機関や地域住民等、多様な関係者との協力・連携体制
を構築しておくよう努めているか。

施設運営上の事故の発生（不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出
等）
その他特に報告の必要があると施設が判断したもの

指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期
入所の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

28 記録の整備 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第42条第1項）

Ｂ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用（第42条第2項）

Ｂ又はＣ

29 相談及び援助 (1) (1)都条例155号第108
条
準用（第63条）

Ｂ又はＣ

30 管理者の責務 (1) (1)都条例155号第108
条
準用(第53条第1項)

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用(第53条第3項)

Ｃ

31 勤務体制の確保
等

(1) (1)都条例155号第108
条
準用(第56条第1項

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用(第56条第2項

Ｃ

(3) (1)都条例155号第108
条
準用(第56条第3項)

Ｂ又はＣ

32 非常災害対策 (1) Ｂ

※

指定短期入所事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保している
か。

昭和56年5月31日以前に新築した建築物のうち、一定要件（※）を満たす建築物（要緊
急安全確認大規模建築物）の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、その
結果を所管行政庁に報告を行うための準備を進めているか。

(1)建築物の耐震改修
の促進に関する法律
附則第3条、同法律第
5条第3項第1号
(2)建築物の耐震改修
の促進に関する法律
施行令附則第２条、
同施行令第3条

一定要件
階数２及び延床面積5,000㎡以上の社会福祉施設等もしくは階数２及び延床面積1,500㎡
以上の保育所

指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に
努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の
援助を行っているか。

指定短期入所事業所の管理者は、当該指定短期入所事業所の従業者及び業務の管理その
他の管理を一元的に行っているか。

指定短期入所事業所の管理者は、当該指定短期入所事業所の従業者に条例155（東京都
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する条例）第5章の規定を遵
守させるため必要な指揮命令を行っているか。
　
指定短期入所事業者は、利用者に対し、適切な指定短期入所を提供できるよう、各指定
短期入所事業所において、当該指定短期入所事業所の従業者の勤務体制を定めている
か。

指定短期入所事業所は、各指定短期入所事業所において、当該指定短期入所事業所の従
業者によって指定短期入所を提供しているか。

指定短期入所事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備してあるか。

指定短期入所事業者は、利用者に対する指定短期入所の提供に関する記録を整備し、当
該記録に係る事象の完結の日から５年間保存しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(2) (1)建築物の耐震改修
の促進に関する法律
第16条第1項、第5条
第3項第1号
(2)建築物の耐震改修
の促進に関する法律
施行令第3条

Ｂ

(3) (1)都条例155号第108
条
準用(第74条第1項)

Ｂ又はＣ

(4) (1)都条例155号第108
条
準用(第74条第2項)

Ｂ又はＣ

33 身体的拘束等の
禁止

(1) (1)都条例155号第108
条
準用(第72条第1項)

Ｂ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用(第72条第2項)

Ｃ

34 地域との連携等 (1) (1)都条例155号第108
条
準用(第73条)

Ｂ又はＣ

35 健康管理 (1) (1)都条例155号第108
条
準用(第88条)

Ｃ

指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行
動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っていないか。

指定短期入所事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ
の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録してい
るか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携
及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための適切な措
置を講じているか。

昭和56年5月31日以前に新築した建築物のうち、現行の建築基準法の耐震関係規定に適
合しない建築物（既存耐震不適格建築物）の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、
耐震改修を行うよう努めなければならない。

指定短期入所事業者は、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な計画を策定し、また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に周知しているか。

指定短期入所事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必
要な訓練を行っているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

36 衛生管理等 (1) (1)都条例155号第108
条
準用(第90条第1項)

Ｃ

(2) (1)都条例155号第108
条
準用(第90条第2項)

Ｂ

37 協力医療機関 (1) (1)都条例155号第108
条
準用(第91条)

Ｃ

38 　掲示 (1) (1)都条例155号第108
条
準用(第92条)

Ｂ又はＣ

第5 　届出等

1 　変更の届出 (1)支援法第46条第1
項
(2)支援法施行規則第
34条の23第1項第4号

Ｂ又はＣ

※

1 事業所の名称及び所在地

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生
年月日、住所及び職名

3 申請者の登記事項証明書又は条例等

4 事業所の種別

5 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

6 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定
数、空所利用型事業所において行うときは当該施設の入所定員

7 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8 運営規程

9 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の
内容

指定短期入所事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な
管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、健康管理等に必要となる機械
器具等の管理を適正に行っているか。

指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所において感染症又は食中毒が発生又はまん
延を防止するために必要な措置を講ずるよう努めているか。

　指定短期入所事業者は、支援法施行規則第34条の23第１項第４号に掲げる事項（第34条の
11第1項第1号、第2号、第4号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）、第5号から第9
号まで及び第13号に掲げる事項）に変更があったときは、10日以内に、その旨を知事に届け
出ているか。

指定短期入所事業者が変更の届出を要する事項 (3)支援法施行規則第
34条の11第1項

指定短期入所事業者は、指定短期入所事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業
者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら
れる重要事項を掲示しているか。

指定短期入所事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機
関を定めてあるか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

10 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項

11 役員の氏名、生年月日及び住所

2 業務管理体制の
整備

(1) Ｃ

ア

(ア)

イ

(ア)

(イ)

ウ

(ア)

(イ)

(ウ)

(2) (1)支援法第51条の2
第2項
(1)支援法規則第34条
の28

Ｃ

ア

イ

ウ

指定短期入所事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、支援法又は支援法に基づ
く命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行するために、厚生労働省令で定
めた基準に従い、業務管理体制を整備しているか。

(1)支援法第42条第3
項
(2)支援法第51条の2
第1項
(3)支援法規則第34条
の27

指定を受けている事業所及び施設の数が１以上２０未満の指定事業者等

法令を遵守するための体制の確保に係る責任者（以下「法令遵守責任者」と
いう。）を選任しているか。

指定を受けている事業所及び施設の数が２０以上１００未満の指定事業者等

法令遵守責任者を選任しているか。

業務が法令に適合することを確保するための規程を整備しているか。

指定を受けている事業所及び施設の数が１００以上の指定事業者等

法令遵守責任者の選任をしているか。

業務が法令に適合することを確保するための規程を整備しているか。

業務執行の状況の監査を定期的に行っているか。

指定短期入所事業者は、知事に対し、遅滞なく業務管理体制の整備に関する事項を届け
出ているか。（指定事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業
者等を除く。）
　　また、届出書には以下の事項が記載されているか。

指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、
生年月日、住所及び職名

法令遵守責任者の氏名及び生年月日

業務が法令に適合することを確保するための規程の概要（指定を受けている事業
所及び施設の数が２０以上の指定事業者等に限る。）
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

エ

第6 介護給付費又は
訓練等給付費の
算定及び取り扱
い

支援法第29条第3項

1 基本事項 (1) (1)平18厚労告523の
一
(2)平18厚労告539

Ｃ

(2) (1)平18厚労告523の
二

2 短期入所サービ
ス費

(1) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注１

Ｃ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注2

(3) (1)平18厚労告523別
表第7の1の注3

業務執行の状況の監査の方法の概要（指定を受けている事業所及び施設の数が１
００以上の指定事業者等に限る。）
また、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく当該変更に係る事項につい
て届け出ているか。

指定短期入所に要する費用の額は、平成18厚労告523の別表「介護給付費等単位数表」
の第７により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定め
る一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。

(1)の規定により、指定短期入所に要する費用の額を算定した場合において、その額に
１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）
　区分１以上に該当する利用者（障害児を除く。以下同じ）に対して、指定短期入所事
業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、１日につきそれぞれ
所定単位数を算定しているか。

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）
　区分１以上に該当する利用者が、指定生活介護等、指定自立訓練（機能訓練）等、指
定自立訓練（生活訓練）等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援Ａ型等又は指定就
労継続支援Ｂ型等を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を
行った場合に、障害支援区分に応じ、１日につきそれぞれ所定単位数を算定している
か。

福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)
　障害児に係る厚生労働大臣が定める区分（平成18年厚生労働省告示第572号）に規定
する区分１（以下「障害児支援区分１」という。）以上に該当する障害児に対して、指
定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分（以下「障害児
の障害の支援の区分」という。）に応じ、１日につきそれぞれ所定単位数を算定してい
るか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(4) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注4

(5) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注5

(6) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注6

(7) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注7

(8) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注8

福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)
　障害児支援区分１以上に該当する利用者が、指定通所支援を利用した日において、指
定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に
応じ、１日につきそれぞれ所定単位数を算定しているか。

医療型短期入所サービス費（Ⅰ）
　平成18厚労告523の別表第５の１の注１の（１）若しくは（２）に規定する利用者又
は重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をい
う。以下同じ。)に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、１日に
つき所定単位数を算定しているか。

医療型短期入所サービス費（Ⅱ）
　平成18厚労告523の別表第５の１の注１の(１)若しくは(２)に規定する利用者又は重
症心身障害児に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合
に、１日につき所定単位数を算定しているか。

医療型短期入所サービス費（Ⅲ）
　区分１又は障害児支援区分１以上に該当し、かつ、平成18年厚生労働省告示第236号
「厚生労働大臣が定める基準」に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこ
れに準ずる利用者又は区分１若しくは障害児支援区分１以上に該当し、かつ、医師によ
り筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断され
た障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして知
事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合
に、１日につき所定単位数を算定しているか。

医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)
　平成18厚労告523の第５の１の注１の(１)若しくは(２)に規定する利用者又は重症心
身障害児に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして知事
に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、１
日につき所定単位数を算定しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(9) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注9

(10) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注10

(11) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注11

(12) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注12
(2)平18厚労告523別
表第7の１の注12
(3)平18厚労告523別
表第7の１の注12

医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)
　平成18厚労告523の第５の１の注１の(１)若しくは(２)に規定する利用者又は重症心
身障害児に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして知事
に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、１
日につき所定単位数を算定しているか。

医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)
　区分１又は障害児支援区分１以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分１若し
くは障害児支援区分１以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動
ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たすものとして知事に届け出た指定短期入所事業所にお
いて、日中のみの指定短期入所を行った場合に、１日につき所定単位数を算定している
か。

 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)
指定生活介護等、指定自立訓練（機能訓練）等、指定自立訓練（生活訓練）等、指定就
労移行
支援等、指定就労継続支援Ａ型等、指定就労継続支援Ｂ型等又は指定通所支援を利用し
た日において、平成18厚労告523の第５の１の注１の(1)若しくは(2)に規定する利用者
又は重症心身障害児に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行っ
た場合に、１日につき所定単位数を算定しているか。

 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)
指定生活介護等、指定自立訓練（機能訓練）等、指定自立訓練（生活訓練）等、指定就
労移行支援等、指定就労継続支援Ａ型等、指定就労継続支援Ｂ型等又は指定通所支援を
利用した日において、平成18厚労告523の第５の１の注１の(1)若しくは(2)に規定する
利用者又は重症心身障害児に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして知事に届け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所
を行った場合に、１日につき所定単位数を算定しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(13) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注13

(14) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注16

(15) (1)平18厚労告523別
表第7の１の注17

3 短期利用加算 (1) (1)平18厚労告523別
表第7の2の注

Ｂ又はＣ

4 重度障害者支援
加算

(1) (1)平18厚労告523別
表第7の3の注１

Ｂ又はＣ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の3の注２

指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、指定短期入所の利用を開
始した日から起算して30日以内の期間について、１日につき所定単位数を加算している
か。

 医療型特定短期入所サービス費（Ⅵ）
指定生活介護等、指定自立訓練（機能訓練）等、指定自立訓練（生活訓練）等、指定就
労移行支援等、指定就労継続支援Ａ型等、指定就労継続支援Ｂ型等又は指定通所支援を
利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害
者等又は区分１若しくは障害児支援区分１以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側
索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対
して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届
け出た医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、１日
につき所定単位数を算定しているか。

 指定短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数又は従業者の員数が平成18年
厚生労働省告示第550号「厚生大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及
び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の三の表の上欄に定める基準に該
当する場合に、同表の下欄に定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定している
か。

 利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は指定通所支援若しくは指定入所支援を
受けている間(第6の2の(2)、(4)、(11)、(12)及び(13)を算定する場合を除く。）は、
短期入所サービス費を算定していないか。

指定短期入所事業所において、平成18厚労告523の第８の１の注１に規定する利用者の
支援の度合に相当する支援の度合にある者に対して指定短期入所を行なった場合に、１
日につき所定単位数を加算しているか。
また、この場合において、平成18厚労告523の１のロの医療型短期入所サービス費又は
平18厚労告523の１のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定
していないか。

重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所において、別に厚生労働大臣
が定める者が、平成18厚労告523の第８の１の注１の（２）に規定する別に厚生労働大
臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所の提供を行った場合に、さ
らに１日につき10単位加算しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

5 単独型加算 (1) (1)平18厚労告523別
表第7の4の注１

Ｂ又はＣ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の4の注２

6 医療連携体制加
算

(1) (1)平18厚労告523別
表第7の5の注1

Ｂ又はＣ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の5の注2

単独型事業所において、指定短期入所を行なった場合に、1日につき所定単位数を加算
しているか。
また、この場合において、平18厚労告523別表7の１のロの医療型短期入所サービス費又
は別表7の１のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定してい
ないか。

単独型事業所において、福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）又は福祉型短期入所サービス
費（Ⅳ）の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日におい
て、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、さらに
所定単位数に100単位を加算する。

医療連携体制加算　(Ⅰ)
　医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所に訪問させ、当該看護職
員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１日につき
所定単位数を加算しているか。
　また、第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費若しくは第6の2の(8)か
ら(13)までの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者、診療報酬の算定
方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の精神科訪問看護・
指導料(Ⅱ)若しくは訪問介護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20
年厚生労働省告示第67号)別表の訪問看護基本療養費(Ⅱ)(以下「精神科訪問看護･指導
料等」という。)の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは平成18厚労告523
別表第10の１の注１に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施説等
において指定短期入所を行う場合の利用者について、算定していないか。

医療連携体制加算　(Ⅱ)
　医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所に訪問させ、当該看護職
員が２以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、１
回の訪問につき８名を限度として、１日につき所定単位数を加算しているか。
また、第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費若しくは第6の2の(8)から
(13)までの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者、精神科訪問看護・
指導料等の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは平成18厚労告523第10の
１の注１に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設において指定
入所を行う場合の利用者について、算定していないか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(3) (1)平18厚労告523別
表第7の5の注3

(4) (1)平18厚労告523別
表第7の5の注4

7 栄養士配置加算 (1) (1)平18厚労告523別
表第7の6の注1

Ｂ又はＣ

ア

イ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の6の注2

ア

イ

8 利用者負担上限
額管理加算

(1) (1)平18厚労告523別
表第7の7の注

Ｂ又はＣ

医療連携体制加算　(Ⅲ)
　医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所に訪問させ、当該看護職
員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員１
人に対し、１日につき所定単位数を加算しているか。
また、第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費若しくは第6の2の(8)から
(13)までの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合に、算定していないか。

医療連携体制加算　(Ⅳ)
喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合
に、１日につき所定単位数を加算しているか。
また、第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費若しくは第6の2の(8)から
(13)までの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイ若しくはロの
算定対象となる利用者について、算定していないか。

栄養士配置加算　(Ⅰ)
次のア及びイに掲げる基準のいずれにも適合するものとして知事に届け出た指定短期入
所事業所について、１日につき所定単位数を加算しているか。
また、この場合において、第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費を算定
している場合に、算定していないか。

常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。

利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を
行って
いること。

栄養士配置加算　(Ⅱ)
　次のア及びイに掲げる基準のいずれにも適合するものとして知事に届け出た指定短期
入所事業所について、１日につき所定単位数を加算しているか。
また、イ又は第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費を算定している場合
に、算定していないか。

管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。

利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を
行っていること。

指定短期入所事業者が、第４の14に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合
に、１月につき所定単位数を加算しているか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

9 食事提供体制加
　算

(1) (1)平18厚労告523
別表第7の8の注

Ｂ又はＣ

10 緊急短期入所体
制確保加算

(1) (1)平18厚労告523
別表第7の9の注

Ｂ又はＣ

11 緊急短期入所受
入加算

(1) (1)平18厚労告523別
表第7の10の注1

Ｂ又はＣ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の10の注2

12 特別重度支援加
算

(1) (1)平18厚労告523別
表第7の11の注1

Ｂ又はＣ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の11の注2

緊急短期入所受入加算　(Ⅰ)
　第6の2の(1)から(4)までの福祉型短期入所サービス費を算定している場合であって、
指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を
行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、利用を開始した日
について、所定単位数を加算しているか。

緊急短期入所受入加算　(Ⅱ)
　第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費若しくは第6の2の(8)から(13)
までの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生
労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指
定短期入所を緊急に行った場合に、利用を開始した日について、所定単位数を加算して
いるか。

低所得者等に対して、指定短期入所事業所又は基準該当短期入所事業所に従事する調理
員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短
期入所事業所又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整え
ているものとして知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所又は基準該当短
期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、平成30年3月31日までの間、１日
につき所定単位数を加算しているか。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして知事に届け出た指定短期入所事業
所（空所利用型事業所を除く。）において、指定短期入所を行った場合に、１日につき
所定単位数を算定しているか。

特別重度支援加算（Ⅰ）
　第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費又は第6の2の(8)から(13)まで
の医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働
大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、１日につき所定単位数を算定
しているか。

特別重度支援加算（Ⅱ）
　第6の2の(5)から(7)までの医療型短期入所サービス費又は第6の2の(8)から(13)まで
の医療型特定入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣
が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、１日につき所定単位数を算定して
いるか。
また、第6の12の(1)特定事業所加算（Ⅰ）を算定している場合に算定していないか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

13 送迎加算 (1) (1)平18厚労告523別
表第7の12の注1

Ｂ又はＣ

(2) (1)平18厚労告523別
表第7の12の注2

Ｂ又はＣ

14 福祉・介護職員
処遇改善加算

(1)平18厚労告523別
表第7の13の注
(2)平18厚労告543の
20

Ｂ又はＣ

(1)

(2)

別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして知事に届け出た指定短期入所
事業所等において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎
を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。

別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当
する単位数を算定しているか。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施して
いるもの
として知事又は区市町村長に届け出た指定短期入所事業所又は基準該当短期事業所が、利用
者に対し、指定短期入所又は基準該当短期入所を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従
い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。
　また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に、次に掲げるその他の加算を算定
していないか。

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
　2から13までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数（指定宿泊型
自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所において行う場合（単独型事業
所を除く。）にあっては1000分の57に相当する単位数、指定共同生活援助事業所
において行う場合（単独型事業所を除く。）にあっては1000分の74に相当する単
位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において行う場合（単独型事
業所を除く。）にあっては1000分の170に相当する単位数又は単独型事業所におい
て行う場合にあっては1000分の42に相当する単位数）

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
　2から13までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数（指定宿泊型
自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所において行う場合（単独型事業
所を除く。）にあっては1000分の41に相当する単位数、指定共同生活援助事業所
において行う場合（単独型事業所を除く。）にあっては1000分の54に相当する単
位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において行う場合（単独型事
業所を除く。）にあっては1000分の124に相当する単位数又は単独型事業所におい
て行う場合にあっては1000分の31に相当する単位数）
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(3)

(4)

(5)

※

ア

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
　2から13までにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数（指定宿泊型
自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所において行う場合（単独型事業
所を除く。）にあっては1000分の23に相当する単位数、指定共同生活援助事業所
において行う場合（単独型事業所を除く。）にあっては1000分の30に相当する単
位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において行う場合（単独型事
業所を除く。）にあっては1000分の69に相当する単位数又は単独型事業所におい
て行う場合にあっては1000分の17に相当する単位数）

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
　(3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
　(3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおりである。

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
　次に掲げる基準のいずれにも適合しているか。

福祉・介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」とい
う。）に要する費用の見込額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の
増加分を含むことができる。以下同じ。）が、福祉・介護職員処遇改善加算
の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適
切な措置を講じていること。

当該指定同行援護事業所等において、（ア）の賃金改善に関する計画、当該
計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画
等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職
員に周知し、都道府県知事に届出ていること。
福祉・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図
るために福祉・介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を
見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出るこ
と。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

① 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（福
祉・介護職員の賃に関するものを含む。）を定めていること。

② ①の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知
していること。

③ 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画
に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

④ ③について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

⑤ 福祉・介護職員の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ていること。

⑥ ⑤の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知
していること。

(ｸ)

イ

当該同行援護事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善
に関する実績を都道府県知事に報告すること。

算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険
法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に
違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
当該指定同行援護事業所等において、労働保険料の納付が適正に行われてい
ること。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

平成27年４月から(ｲ)の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介
護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該福祉・
介護職員の処遇改善に要した費用を全ての福祉・介護職員に周知しているこ
と。

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　アの(ｱ)から(ｶ)まで、キの①から④まで及び(ｸ)に掲げる基準のいずれにも適合
すること。

27



関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

ウ

(ｱ)

(ｲ)

① 次に掲げる要件のいずれにも適合すること
Ａ  福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内等の要件
　（福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
Ｂ  Ａの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に
周知していること。

② 次に掲げる要件のいずれにも適合すること。
Ａ  福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、
　当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
Ｂ　Ａについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(ｳ)

エ

(ｱ)

(ｲ)

① 次に掲げる要件のいずれにも適合すること
Ａ  福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内等の要件
　（福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
Ｂ  Ａの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員
に周知していること。

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

アの（ア）から（カ）までに掲げる基準に適合すること。

次に掲げる要件のいずれかに適合すること。

平成20年10月からアの(ｲ)の届出の日の属する月の前月までに実施した福
祉・介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該
福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての福祉・介護職員に周知して
いること。

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　次に掲げる基準のいずれにも該当すること。

アの（ア）から（カ）までに掲げる基準に適合すること。

次に掲げる要件のいずれかに適合すること。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

② 次に掲げる要件のいずれにも適合すること。
Ａ  福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、
　当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
Ｂ　Ａについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

③ 平成20年10月からアの(ｲ)の届出の日の属する月の前月までに実施した
福祉・介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）
及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての福祉・介護
職員に周知していること。

オ

15 福祉・介護職員
処遇改善特別加
算

(1)平18厚労告523別
表第7の14の注
(2)平18厚労告543

Ｂ又はＣ

※

(1)

(2)

(3)

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおりである。
　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

福祉・介護職員等の賃金（退職手当を除く。）に要する費用の見込額が、福祉・介護職
員処遇改善特別加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に
基づき適切な措置を講じていること。

当該指定短期入所事業所等において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る
実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介
護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員に周知し、知事に届け出ている
こと。

福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　アの（ア）から（カ）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の
改善等を実施しているものとして知事又は区市町村長に届け出た指定短期入所事業所又は基
準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所又は基準該当短期入所を行った場合
に、第6の2から13までにより算定した単位数の1000分の9に相当する単位数（指定宿泊型自
立訓練（生活訓練）事業所（単独型事業所を除く。））において行う場合については1000分
の8に相当する単位数、共同生活援助事業所（単独型事業所を除く。）において行う場合に
ついては1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所（単独
型事業所を除く。）において行う場合にあっては1000分の23に相当する単位数、単独型事業
所において行う場合については1000分の6に相当する単位数）を加算しているか。
また、第6の14の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合に、算定していないか。
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関係法令等 評価区分項目 基本的な考え方（観点）

(4)

(5)

(6)

当該短期入所事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実
績を知事に報告すること。

算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金
法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に
処せられていないこと。

当該指定短期入所事業所等において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
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