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キャリアパスとは、
「職務経歴上の道すじ」を進んでいくことを支援する職場の制度を指し
ます。この「キャリアパス」が構築されることを前提に、介護職員の処遇改善のための交付
金や加算の受給要件として設定した基準を「キャリアパス要件」といいます。
「キャリアパス要件」では、就業規則等により制度化し、運用されるとともに、職員に周
知することも必要です。キャリアパスで求められる項目・内容等と「キャリアパス要件」と
の関係は次のようになります。
段階的にこのような役割、仕事をしてもらう

職位・職責・職務内容

要件Ⅰ、要件Ⅲ

それを果たすためには、経験、資格、能力が必要

任用の要件、昇給の要件

要件Ⅰ、要件Ⅲ

そのための支援体制がある

資質向上（人材育成）計画

要件Ⅱ

その分、給与が増える

賃金体系

要件Ⅰ・要件Ⅲ

＜キャリアパス要件＞
① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
要件Ⅰ ② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
③ 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
④ 介護職員との意見交換を踏まえた資質向上のための目標
⑤ ④の実現のための具体的な取り組みの内容(少なくともいずれか一つ)
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、
要件Ⅱ
介護職員の能力評価を行う。
イ

要件Ⅲ

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

⑥

介護職員について、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。

⑦

⑥に該当する具体的な仕組みの内容（少なくともいずれか一つ）
ア 経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。
イ 資格等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を指す。
ただし、介護福祉士資格を有して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。
ウ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「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を指す。ただし、
客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
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2.1

キャリアパス要件Ⅰを満たす

先に述べた「キャリアパス要件Ⅰ」はどの程度まで作成すればよいのでしょうか。以下の
内容を適合している必要があります。
＜キャリアパス要件Ⅰ＞
次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に
支払われるものを除く。）について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての
介護職員に周知していること。
＜キーワードとなる用語の説明＞
①職位
職員の組織内での地位のこと。職務や責任や権限により定まります。
施設長、所長、課長、マネジャー、主任、リーダーなど。
②職責
職員が受け持つ仕事の責任のこと。職位が高いと職責も高くなります。
③職務内容
職員が受け持つ仕事のこと。
④任用の要件 職員が上位職に上がるための条件のこと。
⑤賃金体系
職位に応じた給与が支払われている体系（規程）が必要です。
具体的には、職位に応じた給与表がある、管理職手当や役職手当がある
等。
「一時金等の臨時的に支払われるものを除く」とありますが、ここで
いう臨時の支払いに賞与は含まれませんのでご注意ください。
⑥就業規則等 常時 10 人以上の職員を雇用している場合は、就業規則を労働基準監督署
への届出義務があります（就業規則には、給与規程、人事考課規程、
キャリアパスなどが含まれます）
このように、職位が明確で、かつ職位ごとに給料が定められていること（一般には、上位
職ほど給料が高くなります）が求められていますが、
「キャリアパス表」の作成は必須となっ
ていません。このことから、例のような最低限の基準を定めたものでもキャリパス要件を満
たしていることになります。
（例）

施設長

施設の長として、施設の業務を統括する職務

15 年

基本給
(円)
300,000

事務長

事務長として施設長を補佐し、施設の業務を指揮監督する職務

10 年

270,000

課長

部門の長としてその係の業務を指揮監督する業務

8年

250,000

主任

係の主任としてその係の業務を指揮監督する業務

5年

220,000

上級職

係として一般的指揮監督を受け、困難な業務を行う職務

3年

200,000

中級職

係として一般的指揮監督を受け、業務を行う職務

1年

180,000

職位

職務の等級分類基準
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精緻な「キャリアパス」であっても、それが実際に運用されなければ、意味がありません。
大切なのは、職員が理解し、目標とできる仕組みであり、実際に働いている職場の現状を反映
している基準や制度であることです。例えば、
「施設長になるには事務長経験が〇年必要」とい
う任用要件を定めているならば、実態と整合している必要があります。
【キャリアパス例】を P.40 に掲載していますので、是非、事業所にあったキャリアパスを作
成ください。作成にあたっては、組織図の整備から始めることをおすすめします。
現在の組織がキャリアパス要件Ⅰを満たす組織図になるかどうかを検証する過程で、解決す
べき課題が浮かび上がってきます。
また、キャリアパス要件Ⅰを満たしていない例を下にまとめておきますので、事業所の実態
にあてはまる事例がないかどうかご確認ください。たとえば、④のように「職位」と「職種」
を混同し、「職位」が定められていない事業所をときどき見かけます。
＜キャリアパス要件Ⅰを満たせていない例＞
例

満たしていない要件

①給料表があり昇給はするが、１種類の表で、何 職位に応じた賃金体系がない
年かに１回昇給するだけ
②「職員の給料は、毎年、施設長と理事長が協議 職位に応じた賃金体系がない
し各人ごとに定める」という記述のみ
③給料に違いがあるが、職位に依拠するものはな 職位に応じた賃金体系がない
く、個人実績に応じるもの
④管理者、サ責、生活相談員がいるが、役職者が 法令上、配置が義務付けられた職種がある
いない
だけでは職位を定めたとは言えない
⑤任用は理事長の一存でなされる

任用要件が分からない

⑥小規模なので就業規則などがない

要綱、内規などで周知すること

⑦給与表が主任より一般職の方が高額である

職責に応じた賃金体系ではない
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2.2

キャリアパス要件Ⅱを満たす

「キャリアパス要件Ⅱ」とは、人材育成に係る要件です。多くの事業所で職員向けの研修
が行われていると思いますが、ポイントは、①計画の有無、②評価の有無、です。
＜キャリアパス要件Ⅱ＞
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のた
めの目標及び一又二に掲げる具体的な計画を策定し、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。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、
OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
二 資格取得のための支援（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）の援助等）を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。
＜キーワードとなる用語の説明＞
①具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保
人材育成の手法として OJT、OFF-JT、SDS（自己啓発）があります。キャリアパスに連
動して階層別に OJT、OFF-JT を組み合わせることで、計画的な人材育成ができる仕組み
となります。
【キャリアパス例】
（→P.40）のように、キャリアパス表の中に、研修項目
が記載されると分かり易く、職員への周知もしやすくなります。人材育成に熱心に取り
組まれている事業所は多くあるものの、育成計画の整備がなされておらず、人手不足の
影響もあって研修参加の時間が確保できていないところもあります。階層別の人材育成
計画を策定し、個別の育成計画を作成することで、研修の参加率を上げ、より精度の高
い人材育成をすることができます。
②ＯＪＴ
（on the job training） 職場の上司や先輩が職務を通じて、または職務と関連させ
ながら、部下（後輩）を指導・育成すること。
③ＯＦＦ-ＪＴ
（off the job training） 職務を離れての指導・育成。職務命令により、一定期間日
常職務を離れて行う研修を指します（一般的に「研修」と呼ばれるものは、OFF-JT で
す）。職場内の集合研修と職場外研修への派遣の２つがあります。
④ＳＤＳ
（self development system） 自己啓発援助制度。職場内外での自主的な自己啓発活
動を職場として認め、経済的・時間的な援助や施設の提供などを行うものを指します。
⑤階層別人材育成計画
キャリアパスに沿って、求められる人材育成を示した計画です。施設が定める人材育
成がまとめられ一覧となっていることが必要です。
⑥個別の育成計画
個々の職員の資質を考慮して、個別に育成方針、育成方法を検討することを指します。
例えば、能力はあるが上位職を目指さない方に向けに作成をすることもあります。計画
作成にあたって、職務遂行ニーズ（今の仕事をする上で不足しているスキル）、人材育
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成ニーズ（将来のために今のうちから高めておくスキル）の二つを意識すると、よりニー
ズに即した育成計画を作成することができます。キャリパス要件を定める際、あまり理想
を求めると基準があいまいになるので、下図のように二つのニーズを切り分け、さしあた
って必要なスキル（当面の期待値）の基準をキャリアパス要件とするとよいでしょう。

当面の期待値（キャリアパス要件）

⑦能力評価
ここにある「能力評価」は「人事評価」と別にしても構いません。OJT チェックシート等
による各項目の達成度を評価にあてることもできます。人事考課の一部として活用する
場合は、評価面談シートに考課項目「能力評価」を設定しても構いません。
【階層別人材育成計画例】を P.41 に載せますので、これを参考に、事業所にあった人材育
成計画を作成ください。内部研修や外部研修の過去の実施／受講実績を確認してもよいでし
ょう。各研修を階層別に振り分ける過程で、全体像が見えてきます。たとえば、中堅職向け
の育成が弱いとか、数年前はできていたが近年は実施できていない、など。こうした漏れを
無くすようにつくれば、より体系的な人材育成計画となります。あわせて、各研修の要項や
資料の整理を行うこともおすすめします。特に、研修要項は、各階層毎に内容を記述する上
で非常に参考になります。
下記に、キャリアパス要件Ⅱを満たしていない例も載せておきますので、事業所の実態に
あてはまる事例がないか、ご確認ください。
＜キャリアパス要件Ⅱを満たしていない例＞
例

満たしていない要件

①研修受講は指示しているが、計画書がない

計画的に行われていない

②研修計画書は管理職しか知らない

全ての介護職員に周知されていない

本節の冒頭で「ポイントは、①計画の有無、②評価の有無です」と書きました。
【育成目
標と計画例】を P.42 に載せていますので参考にしてください。
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2.3

キャリアパス要件Ⅲを満たす

キャリアパス要件Ⅰでは、任用要件と賃金体系を明確にすることが求められましたが、昇
給を行う仕組みを明確にすることまでは求められませんでした。ところが、平成 29 年４月に、
昇給要件を定めて職員に周知することが新要件として加わりました。これが「キャリアパス
要件Ⅲ」です。
＜キャリアパス要件Ⅲ＞
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員について、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。具体的には、次の一か
ら三までのいずれかに該当する仕組みであること。
一
経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
二 資格等に応じて昇給する仕組み

ロ

「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
であること。ただし、介護福祉士資格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。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「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であること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
イの内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職
員に周知していること
（→ 図表１０ 参照）

図表１０
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要約すると、以下の４つが求められています。
(1) 昇給の仕組みとして「経験」
「資格等」
「評価」のいずれか、あるいは複数の基準を設
けること。
（2) その基準により昇給すること。
（3）給与を増やす時期は定期に行うこと。
（4) 全ての介護職員への周知は就業規則等の明確な根拠規程を書面で行うこと。
＜キーワードの解説＞
①資格等 公的資格だけでなく、介護職員の資質向上につながる研修受講でも構いません。
「介護福祉士」「社会福祉士」「介護支援専門員」「初任者研修修了」「実務者研
修修了」
「認知症実務者研修修了者」
「喀痰吸引研修修了」
「キャリア段位」等が
あります。資格等を複数組み合わせて、独自の基準とすることもできます。
②評価
評価する対象は、職員（被考課者）の人間性等ではなく、被考課者の仕事ぶり
と成果です。評価（人事考課）は昇級・昇格や給与への処遇にかかわる根拠と
なるわけですから、職員によって基準が異なってはなりません。あらかじめ定
められた評価基準により、公平な評価を行うことが大切です。そして、その結
果を職員の指導・育成に役立ててる姿勢が望まれます。
③定期に昇給
一般に、毎年４月に行われる昇給を「定期昇給」といいます。この場合の「定
期」は毎年（すなわち 1 年ごと）を指しています。しかし、要件Ⅲで求められ
る「定期」は毎年ではありません。数年に１度の昇給であっても、それが定期
に行われているならば、要件を満たします（ただし、明文化し、職員に周知し
ていることが必要です）
④全ての介護職員への周知
正規・非正規を問わず、全ての介護職員に周知します。介護職員ではない生活
相談員、看護師、機能訓練指導員、介護支援専門員等は含まれません。
⑤就業規則等の明確な根拠規程
給与規程、人事考課規程、要綱などが該当します。昇給の仕組みは、給与表が
必須というわけではなく、下図のようなもので要件を満たすことができます。
（例）
職層

基本給(円)

昇給要件

主任級

240,000

5 年勤続かつ班長で A 評価以上

班長級

200,000

3 年勤続かつ一般職で A 評価以上

一般級

160,000

条件なし

「キャリアパス要件Ⅲ」単独で基準を満たせばよいわけではなく、キャリアパスと連動
し、かつ職員の納得が得られる昇給要件となっていることが大切です。
「給与表」で各号俸
（等級）の給与額が明示されていない場合（たとえば、
「範囲給」による運用を行っている
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場合）、「昇給係数」も明文化して昇給ルールを作成することが望ましいといえます（次頁
参照）。この場合は、昇給要件を人事考課規程や要綱等に記載することになります。
＜給与表＞

＜範囲給＞
等級名

下限額（円）

上限額（円）

管理職１級

249,500

349,500

管理職２級

213,500

303,500

指導職１級

193,500

273,500

指導職２級

178,500

238,500

一般職１級

166,000

216,000

一般職２級

156,000

196,000

＜昇給係数＞

業績により毎年変動させることができる。
例： 平成 29 年度 昇給額 1,000 円 一般職 2 級昇給額 1,000 円

下記にキャリアパス要件Ⅲを満たしていない例も載せておきますので、事業所の実態にあ
てはまらないか、ご確認ください。
＜キャリアパス要件Ⅲを満たしていない例＞
例

満たせてない要件

①「職員の給料は、毎年、施設長と理事長が協 定期に昇給がなされる仕組みが明記されて
議し各人ごとに定める」という記述のみ
いない。
②給与は「一定の基準により定める」という記 昇給条件が明文化されていない
載のみ
給与表などの給与テーブルは必要である
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2.4

職場環境等要件を満たす

キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲまでの改善要件とは別に求められているのが「職場環境等要件」
です。
「資質の向上」
「職場環境・処遇の改善」
「その他」の３つの分類のうちからどれか一つ
を選択できれば良いことになっています。
ただし、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と重複してはいけない
ため、例えば、要件Ⅱで資格取得支援を選び、当要件でも資格取得支援とする等は要件を満
たしません。
また、加算Ⅰ・Ⅱについては、平成 27 年４月以降の取組が必要です。それ以前の取組と同
じ項目でも構わないのですが、取組内容は異なるものでなければなりません。つまり、同じ
内容の継続だけでは要件を満たさないことになります。また、ここで要した費用自体に、処
遇改善加算金を充ててはなりません（例えば、研修講師費用等）

資質の向上

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する者への実務者研修受講支援や、より専門性の
高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研
修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の負担を軽
減するための代替職員確保を含む）
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）
・その他（
）

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による
雇用管理改善対策の充実
・ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問
先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へ
のサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る
事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業
労働環境・
務省力化
処遇の改善
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを
踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・その他（
）

その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立
（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等）
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
・その他（
）
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メモ
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2.5

賃金改善の期間とは

「賃金改善の期間」とは、処遇改善加算額を充当することにより、介護職員に対してその
賃金の改善を行い、改善した額の賃金を支払う期間を指します。平成 21 年の「処遇改善交付
金」制定時から、賃金改善実施期間の設定に関し、以下のように４つのルールが挙げられて
います。
※賃金改善実施期間は、以下に挙げる条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択する
こととされている。
①加算算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
②賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
③賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払いのあった月の翌月以前である
こと。
④前年度および今年度に支給される処遇改善加算による賃金改善実施期間と重複して
はならないこと。
例えば、平成 29 年 4 月から賃金改善を開始することを想定すると下表のようになります。
29.4月 5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月 30.1月 2月

3月

4月

5月

6月

月数
12

サービス提供期間
国保連総額のお知らせ
介護報酬（加算）受給月
①賃金改善実施期間 （ サ ー ビ ス 提 供 と 同 じ 期 間 ）
②賃金改善実施期間 （ 国 保 連 総 額 通 知 と 同 じ 期 間 ）
③賃金改善実施期間 （ 加 算 受 給 月 と 同 じ 期 間 ）
④賃金改善実施期間 （ 国 保 連 か ら の 振 込 後 の 期 間 ）

12
12
12
12
12
12

サービス提供と介護報酬請求スケジュール（上段）賃金改善期間（下段）の概念（厚生労働省資料より作成）

つまり、利用者へのサービス提供と同時に賃金改善を実施する方法から、国民健康保険団
体連合会から加算額の振込があった翌月から賃金改善を開始する方法まで、以下、４つのパ
ターンが考えられることになります。
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①利用者へのサービス提供期間と同じ期間
②国民健康保険団体連合会からの総額通知と同じ期間
③国民健康保険団体連合会からの介護報酬振り込みと同じ期間
④国民健康保険団体連合会からの介護報酬振り込み以後の期間
この 4 つのパターンにおける処遇改善期間の設定に関しては、以下３点にご留意ください。
（ⅰ）サービス提供期間の翌月には、請求先である国民健康保険団体連合会より「加算総
額のお知らせ」が届き、翌々月には、処遇改善加算を含めた介護報酬が振り込まれる
こと。
（ⅱ）加算が支給されるのはサービス提供月数と同じ２か月後となるため、上記①：利用
者へのサービス提供期間と同じ期間、上記②：国民健康保険団体連合会からの総額お
知らせと同じ期間、にて賃金改善期間を設定した場合、①では２か月分、②では１ヶ
月分、当初の賃金改善額が、法人・事業所による持ち出しとなること。
（ⅲ）４月から処遇改善加算を算定する場合は、賃金改善実施期間は、加算算定月数（サ
ービス提供月数）と同じ 12 か月間とすること。
例えば、平成 29 年 4 月から処遇改善加算を算定し、平成 29 年 6 月から平成 30 年 5
月を賃金改善実施期間として届け出た場合、賃金改善内容に「平成 30 年 6 月に一時
金一人当たり○○千円を支給する」とするのは、賃金改善実施期間外の賃金改善であ
るため、不適切です。少なくとも平成 29 年 6 月から平成 30 年 5 月の間に支給する必
要があります。
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2.6

賃金改善の対象職員

同じ事業所の全員が、処遇改善加算の対象となるわけではありません。まず、対象職員に
ついてのポイントをあらためて説明します。

１．対象職員は「介護職員」である。
介護保険サービス事業所に就労している介護職員や訪問介護員等。
（例） ・訪問介護事業における訪問介護員
・介護老人福祉施設や介護老人保健施設における介護職員
・認知症対応型共同生活介護事業所における介護職員
注意：障害福祉サービスにも「福祉・介護職員処遇改善加算」制度がありますが、
障害福祉サービスに係る別制度なので注意してください。（５参照）
２．生活相談員、介護支援専門員、看護職員（すべて専任での従事）は対象とはならない。
３．他職種と介護業務の兼務は、条件付きで、処遇改善加算の対象として認められる。
４．介護保険サービス以外の介護職員は対象とならない。
（例） ・養護老人ホームの介護職員
・介護保険上の特定施設入居者生活介護事業の申請をしていない有料
老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等における介護職員
５．同一法人において、介護保険サービスと障害福祉サービスをともに実施しており、
「介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員処遇改善加算（障害分野）」を算定
することは可能だが、それぞれ、別書式による書類の作成や提出が求められる。

2.6.1 対象は介護職員である
介護職員処遇改善加算の対象は介護職員に限定されます。例えば、介護老人福祉施設の介
護職員や訪問介護事業所の訪問介護員等は対象になりますが、生活相談員や介護支援専門員
などについては「兼務等により介護職員として従事している」という例外を除いては、対象
にはならないため、注意が必要です。その他職員（事務職員や看護師、理学療法士等の医療
職、管理栄養士等）についても、直接介護業務を行っていない職員は対象になりません。
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2.6.2 介護業務との兼務についての考え方
各事業所において、介護職員以外の職員が介護業務に従事する場合がありますが、他職種
が介護業務を兼務している場合は、処遇改善加算の対象範囲になります。ただし、以下の条
件整備が必要になりますので、あらためて確認が必要です。
・辞令や雇用契約書に介護業務に従事する旨の記載があること
・勤務表等に介護業務に従事する旨の記録等が残されていること
・当該事業所の職員配置について、法的基準をクリアしていること
したがって、本来の配置に関する業務がしっかりと出来ている状況の中で、介護業務に従事
している看護師、理学療法士等が存在すれば、処遇改善加算の対象となります。ただし、先
に記述したように、配置上の実態があるということが必要です。例えば、基準以上の職員配
置がなされていること、雇用契約書や辞令について職務の記載がなされていること、勤務シ
フト表に組み込まれている等の記録が残っていること等が挙げられます。
また、同じ専任の介護職員であっても、養護老人ホームに配属されているような介護保険
施設以外の介護職員は対象外となります。養護老人ホームという施設自体が介護保険サービ
ス対象外ですから、介護保険サービスの加算を支給することはできない、という判断です。

2.6.3 法人役員と介護業務との兼務についての考え方
法人役員は原則として処遇改善加算の対象とはなりませんが、例えば、役員として勤務し
ている者が、介護職員にも従事している場合には、処遇改善加算の対象とすることが条件づ
きで可能です。その条件とは、先に記述した兼任の場合で、(1)シフト表等に介護職員として
従事していることの実態が記録されていること、(2)本人に対し「役員報酬」だけではなく、
「給与」が支払われていること等が必要です。この「給与」は雇用者としての身分に支払わ
れるものですから、兼務役員の届出をハローワークに行うことも必要です。

2.6.4 介護職員が派遣労働者の場合の考え方
なお、派遣労働者として介護業務に従事している場合であっても、処遇改善加算の対象に
なります。この場合、
「計画書・実績計画書は、派遣労働者を含めて作成すること」とされて
おり、賃金改善方法としては、派遣金額を増額するという形になります。
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2.7

「もとの賃金水準」とは
まず、ポイントをまとめます。

１．平成 28 年度以前に加算を取得していた事業所の場合
① 加算を取得する直前の時期の賃金水準。交付金を取得していた場合は、
交付金による賃金改善の部分を除く。
② 加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による
賃金改善の部分を除く）

２．平成 28 年度以前に加算を取得していない事業所の場合
③加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準

2.7.1 賃金改善の基準点
賃金改善の基本的な考え方は、賃金改善後の額から賃金改善前の額を引いた差額が賃金改
善額となるということです。しかしながら、賃金改善前の基準にどの時点の額を設定するか
によって、大きく違いが出てきます。もとの賃金水準の基準点をどこに定めるかについて、
以下で説明します。
平成 21 年度途中から、介護職員１人あたり月額 15,000 円の処遇改善交付金が交付開始と
なり、平成 27 年度には、
「加算」制度に変更となっていましたが、12,000 円の金額上積みが
なされています。また、今回、平成 29 年度から、キャリアパス要件Ⅲの新設と、それに伴う
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さらに 10,000 円の金額上積みが行われました。この時点で、例えば、平成 28 年度以前から
加算を取得している法人・事業者と、平成 28 年度以前には加算を取得しておらず、平成 29
年度になってから加算を取得し始める予定の法人・事業者とでは、その扱いが若干異なりま
す。
①平成 29 年度に初めて加算を取得する場合(平成 28 年度以前に加算を取得していない場合)
＜賃金改善の基準点＞
初めて加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準
例えば、平成 29 年の 9 月から取得しようとする場合、取得する 9 月が属している年度、
即ち、平成 29 年度の前年度になるため、平成 28 年度の賃金水準と比較して賃金改善を実
施することになります。その結果、今回加算Ⅰを取得する場合は、平成 28 年度より１人あ
たり月額 37,000 円相当の賃金改善を行わなければなりません。
(実際には、賃金改善総額で比較するので、必ずしも 1 人あたり月額 37,000 円となるわけ
ではありません。)
②平成 28 年度以前から加算を取得していた場合
＜賃金改善の基準点＞
初めて加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による賃金改善
の部分を除く）
平成 28 年度以前から加算を取得していた場合は、先述①のように「平成 28 年度のとこ
ろから急に 37,000 円のアップ」ということではありません。
例えば、処遇改善「交付金」（平成 21～23 年度）を取得し、継続して加算を受けている
法人・事業者の場合は、加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金水準、つまり平成
23 年度の賃金水準であって、処遇改善交付金による賃金改善の部分を除いた部分が賃金水
準の基準点となります。
したがって、平成 24 年の処遇改善加算の創設時から、継続して加算を取得してきた法人・
事業所は、平成 23 年度の賃金水準から処遇改善交付金による賃金改善を除いた部分が起点
となります。また、ベースアップや定期昇給についても賃金改善となっているので、加算
で得た額を用いて行うものとして認められます。

2.7.2 賃金水準の具体的イメージ

（賃金改善額の算定）

賃金水準の考え方について説明しました。基準となる賃金水準が決まれば、賃金改善額を
算定することが可能となります。以下、具体的に賃金改善額の算定について説明します。
2.8 で説明しますが、賃金改善の方法は、その法人・事業所の介護人材に対する考え方に
より様々な手法が考えられます。しかしながら、計画書や実績報告書で求められる賃金改善
額は、単純に前年度の賃金総額と当該年度の賃金総額の差ではありません。財務諸表上の年
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度毎の賃金手当の総額を単純に比較することは本制度が求める「賃金改善」ではないのです。
退職や採用などによる人員の変動や変動が予定されている超過勤務手当や業績変動賞与な
どがあれば、当然比較する条件が異なるため、正しい賃金改善額の算出が出来ません。正し
く賃金改善額を算出するためには、条件を同じにする必要があります。
そのためには、個々の職員について Excel などを活用して賃金手当集計表を作成し、人数
や変動する手当（超過勤務手当、通勤交通費など）を調整した上で比較する必要があります。
これらは非常に手間の掛かる作業ですが、
「正しく賃金改善をしている」根拠となりますので、
必ず作成するようお願いします。
※以下に示すものはあくまでも例示です。最終的に実績報告書に記載した金額の説明や
賃金改善額の内訳などを説明する上で、各事業所で工夫するようにお願いします。
例：交付金から継続して加算を取得している場合(平成 29 年度加算取得)
＜事業所名＞Ａ事業所（サービス：特別養護老人ホーム）
＜もともとの賃金水準＞ 平成 23 年度(交付金による改善部分を除く)
＜賃金改善の方法＞ 基本給の昇給、（H24 年度から）夜勤手当 1 回 2,000 円増、
有資格手当創設（介護福祉士 10,000 円、社会福祉士 15,000
円、介護支援専門員 20,000 円）
＜変更のない手当＞ 調整手当(1.5％)、役職手当(施設長、ユニットリーダー等)、
期末手当(1.5 ヶ月相当)
Ａ事業所は、交付金により対象職員一律の処遇改善手当(15,000 円)を支給していた。加
算になってからは、夜勤手当の増と有資格手当の創設を行っている。(定期昇給は 4 月 1 日
のみ)
＜元々の賃金水準による賃金総額＞

E,F,G の 3 名は基準となる平成 23 年当時いなかったため、平成 23 年に採用されたと見なし
て賃金を算出します。
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＜平成 29 年の賃金総額＞

計画時は見込み、実績時は実支給に基づき算出します。
この額に賃金改善額に対する法定福利費（事業主負担部分）を加えたものが 29 年度の賃金総
額となり、元々の賃金水準の賃金総額との差額が賃金改善額となります。
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2.8

賃金改善の方法
以下では、具体的な賃金改善の方法について説明します。
賃金改善の方法については、①基本給、②手当の増額や新設、③一時金など様々な方法
が考えられますが、これらのうちのいずれの方法で実施しても構いません。受給した処遇
改善加算の額を上回る賃金改善を行っていれば、方法はそれぞれの事業所が決めればよい
のです。
また、
「介護職員処遇改善計画書」作成については、
「賃金改善を行う賃金項目及び方法」
を明示することになっているため、前述の①～③などとの賃金項目で賃金改善を実施する
かということを明確にしておく必要があります。同計画書作成時には、賃金改善を行う具
体的方法として、
「○○手当について、月額○○○○円から○○○○円に増額する」や「常
勤の介護職員の基本給を月額○○○○円増額するともに、非常勤職員の時給を○○円増額
する」「介護職員の介護福祉士資格手当を創設し、月額○○○○円とする」というように、
賃金改善内容をできるだけ詳細に記載することが求められます。
【賃金改善計画例】を P.54 に掲載していますので、賃金改善の具体的方法に関する記入
などについて参考にしてください。

2.8.1 基本給の定期昇給をしてきた事業所はその原資を確保できる
賃金改善方法のまず１つ目に挙げられるのは、基本給の増額です。制度の主旨から考えて
も、またこれまでの厚生労働省介護給付費分科会での議論においても、処遇改善を基本給で
実施することが望ましいとなっております。基本給での賃金改善を行う場合、これまでに自
力で定期昇給をしてきた法人・事業所は、その原資を確保できることになります。対象職員
は限定はされますが、その職員に対する定期昇給原資については、加算で賄うことが出来る
からです。
それにより、本来、昇給原資として確保していた部分を「ほかの支出部分」に転用するこ
とも可能になり、
「ほかの支出部分」を介護職員以外の処遇改善に転用する、ベースアップに
活用する等の方策も考えられます。ここで、処遇改善加算を基本給のアップやベースアップ
に活用する考え方について例示します。
ひとつめは、最低賃金上昇への対策です。最低賃金が上がれば、賃金改善についても全体
を底上げする必要性があります（言うまでもありませんが、最低賃金を下回ると違法になり
ます）。近年、最低賃金は上昇傾向にあるため、非常勤職員、パート職員のみならず、正規職
員の賃金にも当然影響してきます。したがって、処遇改善加算による昇給原資をこのような
正規職員・非常勤職員を含めた全体の賃金ベースのアップに使うという選択肢も有力です。
ふたつめに、新卒者採用が困難な現状から、採用をより優位にするために初任給をアップ
するという方法が考えられます。ただし、初任給をアップするということは、ただそのこと
のみを意味するものではなく、併せて現任者も昇給させることにより、新卒者との逆転現象
を防ぐことが必要になってきます。
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つまり、新卒採用者の初任給をあげるには、職員全体の賃金の見直しが必要となり、それ
なりの原資が必要です。こうした、初任給アップからベースアップにつなげるという一連の
施策に処遇改善加算を充当する考え方も有力になります。

2.8.2 手当の新設・増額
賃金改善と認められる手当についての大原則は、
「介護職員の労働の対価」として認められ
る」ことです。したがって、通勤手当、住居手当、退職手当等、
「労働の対価」として支給さ
れる手当以外は対象外となります。また、使用者が職員を、法定労働時間を超えて、また深
夜時間帯に労働させた場合、法定休日に労働させた場合などは、割増賃金を支払うことが労
働基準法上義務づけられており、これらの手当は、賃金改善の対象とはならないとされてい
ます。ただし、労働基準法に基づく通常の賃金に上乗せする形で「手当」を支払う形であれ
ば、賃金改善の対象として支給することができます（例：夜勤手当）
①処遇改善加算手当
「処遇改善加算手当」等と称して、介護職員１人あたり決まった月額を支給する方法
があります。この方法の利点としては、処遇改善加算の制度に合わせて、支給をすると
の説明がなされていれば、制度変更があった時点で、改善内容と金額を制度に合わせて
変更するという説明ができます。職員側の納得が得やすいということが挙げられます。
処遇改善加算手当を、月額で支払う場合は、時間外手当の算定基礎額に含める必要が
あることは留意すべき点です。時間外数が増えたことによる金額は算入できませんが、
改善額に相当する金額は算入できます。その計算式は次のとおりです。
改善前 基本給 170,000 円 所定労働時間 170 時間
時間外単価 1,250 円（170,000÷170×1.25）
、残業時間 20 時間/月
改善後 基本給 170,000 円 処遇改善加算手当 20,000 円/月
所定労働時間 170 時間
時間外単価 1,397 円（190,000 円÷170×1.25）、残業時間 30 時間/月
処遇改善加算手当時間外単価 147 円≒20,000 円÷170 時間×1.25
改善前の 20 時間ではなく、改善後の残業時間 30 時間で計算をする
改善額 ◯ 4,410 円/月＝147 円×30 時間
改善額 × 13,970 円＝1,397 円/月×（30 時間－20 時間）

②諸手当の新設、既存手当の増額
これまで支給していなかった手当（業務手当、ユニットリーダー手当等）を創設する、
資格手当を増額する、夜勤手当を増額するなどの方法もあります。現場の介護職員が従事
している役割を考慮し、その部分を増額する方策も有効です。また、これらの手当につい
て、介護職員一律に支給するのではなく、役割や業務に対する再評価をして、法人独自の
尺度で判断して、差額を設けるといった工夫もできます。
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限られた事業収入のなかで、なかなか給与体系の変更ができない施設・事業所もあると
思います。この機会に今までやりたくてもできなかった賃金改善や給与体系を見直しては
いかがでしょうか。
イ) 職務関連
手当名

内容

リーダー職手当

役割と責任に見合う処遇にするため、

初任者手当

入職後 3 年間の離職率を下げるため

資格手当

介護福祉士、社会福祉士など有資格者に報いるため

業務手当

施設内で重要な業務担当に報いるため

喀痰吸引研修修了手当

喀痰吸引ができる人を増やしたいため

認知症介護研修修了手当

認知症介護研修受講者を増やしたいため

ロ) シフト関連
手当名

内容

夜勤手当

夜勤者に報いるため

年末年始手当

年末年始の出勤者に報いるため

変則勤務手当

シフト勤務の負担感に報いるため

休日変更手当

空いてしまった人員体制をカバーしたことに報いるため

※法令で計算が義務付けられた時間外、深夜、法定休日を上回る金額
ハ) 改善額に含められない手当
手当名

理由

通勤手当、住宅手当、家族手当、転居手当

介護職の仕事とは関係がない

時間外手当、深夜勤務手当、法定休日手当

法令で計算が義務付けられている

③一時金での支給
これまで述べてきたような、基本給での賃金改善、諸手当の増額や新設のほかに、一時
金という形態での支払いも考えられます。例えば、夏季や冬季賞与の支給に合わせて支払
い、あとは、処遇改善加算の取得状況に応じ、年度末の３月の支給で調整する形態が考え
られます。特に、処遇改善加算の制度においては、加算で得られた額を上回る賃金改善が
求められていることから有力な方法です。
また、処遇改善加算の計画提出時に賃金改善額を少なめに設定してしまい、、利用者の増
加などにより加算額の方が、実際の賃金改善額よりも多くなってしまうケースもあるでし
ょう。その場合、原則的には、賃金改善期間内で、加算額を上回るように賃金改善を行う
必要があります。万一加算額を賃金改善額が上回らなければ、加算要件自体を満たさない
こととなります。くれぐれもそのような事態とならないよう賃金改善期間の終期が近づけ
ば確認をお願いします。
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2.8.3 法定福利費の取り扱いについて
処遇改善加算によって介護職員の賃金を改善すれば、法定福利費も増加します（具体的に
は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労働
保険料など）。料率をかけた金額（保険料）を職員と事業主で折半しますが、事業主負担分（平
成 29 年度は 15.325％）は改善額に含めることができます。概算料率 15％とすることも可能
です（保険料率は年度毎に見直しがなされるので注意が必要です）。なお、訪問介護事業等で
非正規職員が多いときには注意が必要です。
「労働保険料」以外は発生しませんので、職員別
に整理して計算する必要があります。
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2.9

利用者の同意を得る

2.9.1 利用者から同意を得ることの必要性
処遇改善加算の算定においては、当然、利用者負担が発生します。介護保険法において、
利用者における費用負担に変更が生じた場合には、利用者に対して説明すると同時に、重要
事項説明書等の変更等を通して、書面上でも同意を得なければならないとされています。
多くの事業所では、重要事項説明書の変更よりも新たに同意書の作成、提示を通して行っ
ています。ただし、利用者にとってこの処遇改善加算の算定や区分変更は、そのことによる
自己負担額の上昇、つまり不利益変更につながるため、特に説明方法、また同意書の書式も、
利用者サイドに理解しやすいものを作成提示していく必要があります。そこで、処遇改善加
算の算定について、その留意点とあわせて、同意書についても説明いたします。
なお、厚生労働省調査によると、すでに 2017 年（平成 29 年）4 月から「新加算Ⅰ」を算
定した事業所が、約 70％にのぼる一方で、いまだ処遇改善加算が未算定になっている事業所
も約 10％存在しています（→ 図表１１ 参照）。処遇改善加算が未算定となっている事業所
において、その理由として挙げられている事項として、利用者負担の発生と回答した割合が
37.8％となっており、利用者サイドへの説明について苦慮している事業者も存在すると思わ
れます。
図表１１

厚生労働省資料（H29.11.29）より
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＜加算の届け出をしない理由＞

１．事務作業が煩雑なため

４４．３％

２．利用者負担の発生するため

３７．８％

３．対象の制約が存在するため

３０．４％

出典：厚生労働省「平成 28 年度 介護従事者処遇状況等調査」より抜粋

介護職員の月額賃金については、289,780 円で、処遇改善加算の導入以後も、他職種より
低い傾向が継続していることが、厚生労働省調査でも明らかになっています。例えば、看
護職員は、平成 28 年 9 月の平均が 371,100 円、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は
機能訓練指導員等の医療リハビリ職については、343,890 円となっており、職種間の賃金格
差が浮き彫りになっている状況に変化は見られません。また、同じ福祉施設職員でもある
介護支援専門員（ケアマネジャー）は 342,440 円であり、生活相談員・支援相談員等のソ
ーシャルワーカーの場合は、少し低くなるものの、315,940 円というように介護職員の月額
賃金より、少なくとも 20,000～30,000 円多い状況が継続しています。
（→ 図表１２ 参照）
福祉職場において、多くの割合を占める介護職員の労働環境向上が、さらに質の高いサ
ービス提供につながることから、処遇改善加算の仕組みやその算定等について、利用者や
そのご家族に、丁寧に説明し、理解を得ることが必要不可欠です。
図表１２

介護職員と他職種との賃金の比較
（平成 28 年度介護従事者処遇状況等調査より）

○介護従事者等の平均給与額の状況（月給・常勤の者、職種別）
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～(Ⅳ)を取得（届出）している事業所における介護職員（月給・
常勤の者）の平均給与額
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2.9.2 同意書の書式について
2.9.2.1 利用者への説明対応に関する考え方
介護保険サービス事業者については、各サービスにおける「設備及び運営に関する基準」
を根拠として、介護保険サービスを提供するにあたり、その利用申込者に対して、利用サ
ービスにおける所要単位数や負担額、事業所の運営規定、事業所における従業員勤務体制
や苦情解決責任者等の重要事項等について、それらを記した文書（重要事項説明書）を交
付して説明を行い、書面への署名や捺印等を通した利用申込者からの同意を得ることにな
っています。特に、介護職員処遇改善加算については、文字通り「加算」の一種であり、
重要事項説明書や運営規定について、内容変更が不可欠であることから、加算取得や取得
加算内容の変更が決定した場合には、遅くとも、加算の算定が始まる前月までには、利用
（申込）者全員への説明対応が完了できるよう、速やかな準備が必要です。
なお、処遇改善加算の算定に関する利用（申込）者への説明については、状況に応じた
場合分けが考えられます。まず第一に、平成 29 年度から新たに導入される加算を算定する
場合や、平成 28 年度の加算算定時とは異なるキャリアパス要件等の区分にて、改めて加算
を算定する場合が挙げられます。第二に、平成 28 年度と同じ内容のキャリアパス区分では
あるが、加算区分が変更となることにより、読み替えが必要になる場合が挙げられます。
各法人・事業所の処遇改善加算の申請状況に応じて、３種類のひな型を用意しました。
【同
意書例】を P.44～46 に載せていますので、参考にしてください。以下、加算算定の場合
分けに応じた対応方法を提案していますが、詳細については、各自治体や保険者の判断を
仰ぐようお願いします。
１．今回初めて、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を申請・算定する場合、また、昨年度の申
請とは異なるキャリアパス要件に基づいた加算を申請・算定する場合
（対応方法）
・利用者に対し、新たな加算に関連する単位数や利用料等（重要事項）の説明を実施し
たうえで、利用者からの署名・捺印でもって再契約を行います。ただし、重要事項説
明書を作成し直すということではなく、変更後の加算算定単位数や利用者負担額が分
かる書面を用意し、その書面に利用者からの同意（署名・捺印）を得る方法も可能で
す。

２．平成 28 年度と同様のキャリアパス要件に基づいた加算を申請・算定し、区分変更に
伴う読み替えが必要な場合
（対応方法）
・介護保険最新情報 Vol.471 により、従来の処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）については、
改正後には処遇改善加算（Ⅱ）～（Ⅳ）となります。既存の届出内容に変更点がない場
合は、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書等の変更届等行政への書類提
出は不要となっています。このことから、利用者や事業者への様々な負担も考慮し、重
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要事項説明書の変更に関する同意（署名・捺印）は必ずしも必要ではありません。
ただし、加算の名称変更が伴うことは否めないことから、利用者に対する説明文書の
配布、個々の利用者への説明を実施して記録を残すなどの対応が必要です。

2.9.2.2 運営規定に関する留意点
運営規定についても、処遇改善加算の変更である以上、サービス利用料金や利用者負担
額に変更が生じることから、速やかな変更が望まれます。少なくとも、新たな処遇改善加
算算定の前月までには、事業所内に掲出する必要があります。
（自治体によっては変更届も
提出が必要ですのでご確認ください）

2.9.2.3 説明上のポイント
(1) 処遇改善加算について、変更前と変更後の加算率を併せて明記して説明します。
(2) 必要であれば、同意書の書式内にシミュレーション欄を加えます。
(3) シミュレーション欄を設ける際の注意点として、加算額の計算方法をはじめとして、
以下の各項目を間違いなく説明する必要があります。したがって、処遇改善加算に関
する各項目について、きちんと整理理解し、説明ができる必要があります。
加算額の計算方法
①
介護報酬における総単位数

単位

②

×サービス別加算率

×

％

③

（四捨五入）

＝

単位

④

×１単位あたりの単価

×

円

⑤

（切捨）

＝

円
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2.10 給与規程に明文化する
2.1～2.9 で説明した内容（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、処遇改善の方法・改善額など）
は、すべての介護職員に周知していることが求められています。その方法は、原則として、
書面での周知です。就業規則や給与規程等の明確な根拠規定を書面で整備しておかねばなり
ません。
【給与規程 評価による昇給例】（給与表等を含む）を P.47～49 に載せましたので、参考
にしてください。

2.11

職員に説明する

処遇改善計画書にある改善方法、改善額などはすべての介護職員に周知することが求めら
れています。その方法については、各法人・事業所において適切な方法を選択して構わない
とされており、掲示板への掲示（イントラネットなどの電子掲示板も可）、文書による通知、
会議での説明等が考えられます。職員は随時入れ替わるので、
「周知」を徹底するという観点
から、周知文書を作成しておくことが望まれます。
また、給与明細書などに改善した賃金項目ごとの金額を明示するなど、個々の職員に対し
て改善額を示すこともわかりやすい手法です。
【周知文例】を章末（P.50）に載せますので、これを参考に、事業所にあった周知文書を
作成ください。なお、実地指導がある場合に状況の確認がなされることがあります。
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メモ
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書式サンプル

①キャリアパス

（P.40）

②階層別人材育成計画 （P.41）
③育成目標と計画

(P.42)

④能力評価

(P.43)

⑤同意書

(P.44)

⑥給与規程

(P.47)

⑦周知文

(P.50)
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40

自立でサービ
ス提供ができ
る一人前

自立でのサー
ビス提供を目 －
指す新人

一般職２級

一般職３級

－

卓越したサービ
－
スの提供者

リーダー

一般職員と役
職者のパイプ
役

指導職２級

一般職１級

主任

現場サービス
の責任者

指導職１級

役職

事業所全体の
所長
総責任者

定義

管理職

名称

組織における役割

職種の業務

事業計画とサービス目標を理解する。
サービスの質の維持に努める。
上司への報告・連絡・相談を行う。
日常業務における、リスクを理解する。
チームワークの推進を理解する。

事業計画上の役割を果たす。
サービス目標達成に率先してする。
サービスの質の向上に貢献する。
下位職に対する指導と助言を行う。
日々の業務遂行上の判断と、上司への報告・連絡・相談を行う。
日常業務における、リスクマネジメントを行う。
チームワークの推進に貢献する。
日常業務において地域との連携を行う。
業務標準の見直しと業務改善を提案する。

求められる能力

【知識】
チームワーク／コンプライアンス／地域福祉の
動向
【技術】
チーム運営の技術
【能力】
リーダーシップ／説明能力／調整力
【資格等】
介護支援専門員

【知識】
労務管理／財務管理／福祉サービスの動向
【能力】
マネジメント力／交渉力／連携力

【知識】
経営管理／福祉行政の動向
【能力】
理念を語る力／決断力／統率力

【知識】
ケアマネジメントの基礎知識／認知症に関す
る知識／感染症に関する知識／介護保険の
知識／関係法令の基礎知識
【技術】
食事介助、入浴介助、移乗・移動の技術
【能力】
判断力／課題発見力
【資格等】
初任者研修
ヘルパー２級
キャリア段位レベル３
一般的なサービス内容の理解と補助業務を行う。
【知識】
家族に対し簡単な日常の連絡・報告を行う。
法人の理念・沿革／施設の業務全般／介護
ケアマネジメントの意味を理解する。
保険の基礎知識／高齢者介護の基礎知識
助言、指導を受けながら記録する。
【技術】
助言、指導を受けながら、行事・グループ活動等に関する文書の作成 基本的な食事介助、入浴介助、移乗・移動の
を行う。
技術／安全運転の技術
行事の実行に関わる。
【能力】
実習生・ボランティアとともに活動する。
社会人マナー／理解力／実行力／コミュニ
職員会議、班会議に出席する。
ケーション力
送迎に同行する。
【資格等】
上司、先輩とレクリエーションを行う。
キャリア段位レベル１・２

一般的なサービスの提供を行う。
家族に対し日常の連絡・相談・報告を行う。
指導と助言を受けながらケアマネジメントを作成する。
指導・助言を受けずに記録を行う。
行事、グループ活動等に関する文書及び、上司が指示した文書の作
成を行う。
行事の計画を助言・指導を受けながら立案し、実行に参画する。
実習生・ボランティアに、日常の支援について指導する。
職員会議、班会議に出席する。
送迎を行う。
レクリエーションを企画し実行する。

担当範囲の業務全般の把握と、質の高いサービスの提供を行う。
上司と相談しながら、家族からの苦情に対応する。
ケアマネジメントの助言・指導を行う。
部下の記録に関して指導、助言を行う。
内部文書の作成と部下の指導、助言を行う。
行事の計画と実行に中核的に関わり、部下に指導・助言ができる。
上司の助言・指導を受けながら、外部の機関に対応する。
職員会議に出席する。
班会議を運営する。
送迎ルートの検討と行う。
レクリエーションの管理運営と実行をサポートする。

業務全般の把握と適格な指示を行う。
家族からの苦情に対応する。
ケアマネジメント全般の把握と管理を行う。
事業所内の記録の管理と承認を行う。
対外的文書案を作成、上司の承認を得て発信を行う。
行事の実行責任者となり、運営全般に関する助言・指導を行う。
外部の機関との連絡・調整を行う。
職員会議の議案書作成に携わる。
理事会の議案書作成に参画する。
班会議の内容を把握し、助言・指導を行う。
送迎の管理を行う。

利用者の状況の把握を行う。
事業所を代表して家族対応の全責任を負う。
事業所内の記録の最終承認者となる。
対外的文書を作成、発信を行う。
行事の最終責任者となる。
理事会の議案書を作成する。

研修

【職場内】
視察研修
【職場外】福祉職員キャリアパス対応型生涯研
修（管理者）
介護福祉士実習指導者講習会
財務管理研修
労務管理研修

【職場外】
リスクマネジメント研修
メンタルヘルス研修
マーケティング研修
先進事例見学

【職場内】
新入職員オリエンテーション
新入職員研修
安全運転講習
法令遵守に係る研修
【職場外】福祉職員キャリアパス対応型生涯研
修（初任者）
普通救命救急講習

【職場内】
委員会主催研修
（事故対策・感染症・身体拘束・衛生・防災対
策・リハビリ・安全運転・褥瘡・喀痰吸引）
法令遵守研修
メンタルヘルス研修
中堅職員研修
【職場外】福祉職員キャリアパス対応型生涯研
修（中堅職員）
認知症介護初任者研修
上級救命講習

【職場内】
委員会主催研修
（事故対策・感染症・身体拘束・衛生・防災対
策・リハビリ・安全運転・褥瘡・喀痰吸引）
法令遵守研修
メンタルヘルス研修
中堅職員研修
【職場外】
福祉職員キャリアパス対応型生涯研修（チーム
リーダー）
社会福祉専門セミナー
スーパーバイザー養成研修
コーチングスキルアップ研修
事業計画上の役割を果たす。
質の高いサービスの提供と、困難な利用者への対応を行う。
【知識】
【職場内】
サービス目標達成に率先して貢献する。
上司の指示のもと、家族からの苦情に対応する。
ケアマネジメントに関する高度な知識／機能訓 委員会主催研修
サービスの質の向上に率先して貢献する。
ケアマネジメントを作成する。
練の知識／認知症に関する高度な知識／感 （事故対策・感染症・身体拘束・衛生・防災対
上司の補佐および下位職への指導・助言を行う。ＯＪＴリーダーを 事実に基づく的確な記録を行う。
染症に関する高度な知識／関係法令の知識 策・リハビリ・安全運転・褥瘡・喀痰吸引）
務める。
行事、グループ活動等に関する文書及び、上司が指示した文書の作 【技術】
法令遵守研修
日々の業務遂行上の判断と、上司への報告・連絡・相談を行う。 成を行う。
機能訓練補助の技術／高度な食事介助、入 メンタルヘルス研修
日常業務における、リスクマネジメントを行う。
行事の計画を独力で立案し、実行に参画する。
浴介助、移乗・移動の技術
中堅職員研修
上司を補佐してチームワークに率先して貢献する。
上司とともに、外部の機関に対応する。
【能力】
【職場外】
日常業務において地域との連携を行う。
職員会議、班会議に出席する。
プレゼンテーション力／企画力／提案力／指 ＯＪＴリーダー研修
業務標準見直しと業務改善の提案を率先して行う。
送迎を行う。
導力
認知症介護実践者研修
レクリエーションを企画し実行する。
【資格等】
認知症介護リーダー研修
介護福祉士
感染症予防対策研修会
キャリア段位レベル４
口腔ケア従事者研修会

事業所の事業計画と運営方針を立てる。
事業計画に基づいた事業所の運営を行う。
事業所の安定経営のため事業と職員を統括する。
部下の総合的な管理を行う。
事業所の運営に関する判断と、理事会への報告・連絡・相談を
行う。
経営レベルのリスクマネジメントを行う。
経営レベルの苦情解決を行う。
事業所を代表して地域及び行政との連携を行う。
事業所の事業計画・運営方針立案に参画する。
事業所のサービス目標を立案する。
事業所運営が計画通りに行くよう指導・助言を行う。
サービス目標達成への管理を行う。
事業所の安定経営のため事業と職員を指導・監督する。
上司の補佐・代行および部下の勤怠等の管理を行う。
事業所における裁量の範囲での判断と、管理職への報告・連
絡・相談を行う。
事業所の運営上のリスクマネジメントを行う。
チームワーク推進の指導を行う。
事業所の運営上の苦情解決を行う。
事業所をに関わる地域及び行政への対応と連携を行う。
業務標準と業務改善の管理を行う。
サービス目標立案に参画する。
事業計画上の役割を果たす。
サービス目標達成に向け指導・助言を行う。
サービスの質の向上のため職員を指導・助言を行う。
上司の補佐および部下の育成・指導を行う。
サービス提供上の裁量の範囲での判断と、上司への報告・連
絡・相談を行う。
サービス提供上のリスクマネジメントを行う。
チームワークを推進する。
苦情の一次対応を行う。
事業所に関わる地域への対応と連携を行う。
業務標準の見直しと業務改善を実行する。

１６５，０００
～
１４０，０００

１級－３

１７５，０００
～
１４５，０００

１級－２

１８７，５００
～
１５０，０００

１級－１

２０５，０００
～
１５５，０００

２級－２

２４５，０００
～
１７０，０００

２級－１

３００，０００
～
２００，０００

３級

給料

昇格条件

一般職３級として１年以
上在職
新入職員研修受講済み

一般職２級として２年以
上在職
福祉職員キャリアパス対
応型生涯研修（初任者）
受講済み
委員会主催研修全科目
受講済み

一般職１級として２年以
上在職
福祉職員キャリアパス対
応型生涯研修（中堅職
員）受講済み
ＯＪＴ指導者研修受講済
み

指導職２級として３年以
上在職
福祉職員キャリアパス対
応型生涯研修（チーム
リーダー）受講済み
スーパーバイザー養成研
修受講済み

指導職２級として５年以
上在職
福祉職員キャリアパス対
応型生涯研修（管理職
員）受講済み
財務管理研修・労務管理
研修受講済み
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〔例〕 2.1 キャリアパス要件Ⅰを満たす
【キャリアパス例】
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新任職員

中堅職員

リーダー

管理職

職員階層

例＞

法人内研修、役割（※）

※実地指導、監査担当

受験料の半額負担

緊急時対応・医療的ケア基礎研修

認知症・入浴と更衣・移乗と機能訓練

排泄・食事と嚥下機能・栄養・口腔ケア

介護技術研修

健康管理と腰痛予防研修

テキストの貸与

感染症予防基礎研修

回 数 ５回／年

リーダー

面談者 ＯＪＴ指導者

入職１年目

回 数 ２回／年
勉強会
模擬試験

面談者 リーダー
受験講座

救急救命講習（○○消防署）

入職２年目以降

介護福祉士

初任者研修（○○研修センター）

権利擁護・虐待防止基礎研修

新任職員としての役 割を 新任職員研修
理解し、基本的な業 務の
ための知識・技術を 身に 社会人マナー・コミュニケーション研修
つける。
対人援助技術研修

※新任職員育成担当

※施設内委員会への参画

ストレス対策研修

認知症研修

事故予防・対策研修

回 数 ２回／年

受験料の半額負担

ＯＪＴ指導者研修（○○研修センター）

実習指導者講習会（○○会）

※実習担当

テキストの貸与

回 数 ２回／年

面談者 リーダー

リスクマネジメント研修（△△人材センター）

※リスクマネジメント委員会

模擬試験

勉強会

受験講座

面談者 管理職

中堅職員研修（○○研修センター）

ストレスマネジメント研修（△△人材センター）

※法人内研修講師

※苦情対応窓口

人材育成研修（○○研修センター）

業務標準化研修（○○研修センター）

プレゼンテーション研修

研究発表

リーダー研修（○○研修センター）

財務管理研修（○○福祉学院）

人事・労務管理研修（○○福祉学院）

回 数 ２回／年

スーパービジョン研修（○○研修センター）

育成面談
面談者 経営職

介護支援専門員

資格取得支援

管理職研修（○○研修センター）

外部研修

人事考課者研修

チーム内の中核人材 とし 権利擁護・虐待防止応用研修
て、さらに高度な知 識や
技術の習得を目指す。
感染症対策研修

専門性を向上させ、業務
改善結果の発表・発信を
目指す。

チームのリーダーとし
て、チームマネジメント
の手法を学ぶ。

組織の管理職として 、組 ※安全衛生委員会運営
織の計画を立案し、 マネ
ジメントの手法を習 得す ※内部監査機能
る。

目標レベル

＜階層別人材育成計画
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〔例〕 2.2 キャリアパス要件Ⅱを満たす
【階層別人材育成計画例】

第２章 加算取得に際して事業所・施設で行うべきこと

〔例〕

2.2

キャリアパス要件Ⅱを満たす

【目標と計画例】
目標：利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が基礎的知識・
技術の向上に努めること。
月

研修内容
…清潔について・インフルエンザやノロ等の感染症予防

講師

４月

感染予防研修

５月

バイタルサインズ

看護師

６月

お薬について

看護師

７月

普通救命講習

消防署

８月

報告・連絡・相談

９月

食事介助

10 月

認知症基礎

社長

11 月

ボディメカニクス・更衣介助・ベッドメーキング

社長

12 月

口腔ケア

社長

１月

防災訓練

２月

安全運転研修

警察

３月

ケース検討（日常生活支援を考える）

社長

…サービス記録の意義・チームワークの意識など

…全介助での食事，きざみ・とろみ食の食事の体験

…火事を想定して

看護師

社長
社長

消防署
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〔例〕

2.2

キャリアパス要件Ⅱを満たす

【能力評価例】
業務

評価基準
移乗用マット、タオル移乗等手順に従って行うことができる。

移乗介助 手順に従って各種移動器具を取り扱うことができる。
移動前後の安全を確認することができる。
うがいの出来る利用者に対し促がし・見守り・介助を行うことができ
る。
手順書に基づき、利用者の状態に合わせて義歯を洗浄し保管すること
口腔ケア ができる。
手順に従って口腔内粘膜清拭マッサージやブラッシングをすること
ができる。
食後に口腔清拭・歯磨き・うがい等を行うことができる。
食事残量・摂取時間・水分量等の伝達事項を、メモやノートに記入し
て申し送りを行うことができる。
水分摂取が困難な利用者には嚥下補助剤の使用、お茶ゼリーでの対応
をすることができる。
利用者にわかりやすいように掲示し、利用者に説明することができ
る。
配膳時、個人持ちの食品を準備することができる。
配膳のとき、食べやすい大きさ・形・固さ・温度にして、メニューを
利用者に伝えることができる。
食事介助 利用者のペースにあわせて、希望を聞き、主菜・副菜・お汁を交互に
摂取するようにすることができる。
食べこぼし等は、すみやかにその場において処理することができる。
食事介助中に、その場を離れる際は利用者および他のスタッフに声を
かけることができる。
食堂の環境を整え、配膳前の準備（オシボリ・エプロン・食器等）を
適切に行うことができる。
食事前に、利用者の手指の洗浄消毒を行う、あるいは促すことができ
る。
服薬後の後始末を手順どおり行うことができる。
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〔例〕

2.9.2

同意書の書式について

【同意書例①】
重要事項説明書「○．利用料金」の変更に伴う同意書
（利用料金変更のお知らせ）
「処遇改善加算」とは、介護サービスを支える人材の確保・定着を促すことを目的として、
国が定めた加算です。介護職員のキャリアアップ、人材育成や処遇改善の仕組み、職場環境等
を整備した事業所が算定することができます。
社会福祉法人○○○会では、平成 29 年度改正されました加算の要件を満たしており、○月○
日より処遇改善加算○を取得させていただくことにいたしました。
今後も地域に必要とされる法人を目指して、より良いサービスの提供に努めてまいりますの
で、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
＜新規＞
重要事項説明書
介護職員
処遇改善加算

「○．利用料金」
一か月あたりのサービス利用単位数（加算を含む）に別途○．○○％相当
の介護職員処遇改善加算率が加わります。

※利用者負担は、１割もしくは２割となります。支給限度額管理の対象外です。
本書を２部作成し事業所、ご契約者様が署名捺印の上、各一部を保有するものとします。

年
＜事業者＞
法人名
事業者名
代表者

月

社会福祉法人○○○会
○○○○デイサービスセンター
センター長 ○○ ○○
印

利用料について、上記の内容に同意します。
＜利用者＞
氏 名
住

所

印
〒

－

＜代理人＞
氏 名
住

所

44

印
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－
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〔例〕

2.9.2

同意書の書式について

【同意書例②】
重要事項説明書「○．利用料金」の変更に伴う同意書
（利用料金変更のお知らせ）
「処遇改善加算」とは、介護サービスを支える人材の確保・定着を促すことを目的として、
国が定めた加算です。介護職員のキャリアアップ、人材育成や処遇改善の仕組み、職場環境等
を整備した事業所が算定することができます。
社会福祉法人○○○会では、平成 29 年度改正されました加算の要件を満たしており、○月○
日より処遇改善加算○を取得させていただくことにいたしました。
今後も地域に必要とされる法人を目指して、より良いサービスの提供に努めてまいりますの
で、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
重要事項説明書
＜変更前＞
介護職員処遇
改善加算Ⅱ

「○．利用料金」
一か月あたりのサービス利用単位数（加算を含む）に別途○．○○％相当の介
護職員処遇改善加算率が加わります。

＜変更後＞
介護職員処遇
改善加算Ⅰ

一か月あたりのサービス利用単位数（加算を含む）に別途○．○○％相当の介
護職員処遇改善加算率が加わります。

※利用者負担は、１割もしくは２割となります。支給限度額管理の対象外です。
本書を２部作成し事業所、ご契約者様が署名捺印の上、各一部を保有するものとします。
年
＜事業者＞
法人名
事業者名
代表者

月

社会福祉法人○○○会
○○○○デイサービスセンター
センター長 ○○ ○○
印

利用料について、上記の内容に同意します。
＜利用者＞
氏 名
住

所

印
〒

－

＜代理人＞
氏 名
住

所
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2.9.2

同意書の書式について

【同意書例③】
重要事項説明書「○．利用料金」の変更に伴う同意書
（利用料金変更のお知らせ）
処遇改善加算とは、介護サービスを支える人材の確保・定着を促すために国が定めた加算で
す。介護職員のキャリアアップ、人材育成や処遇改善の仕組み、職場環境等を整備した事業所
が算定することができます。
社会福祉法人○○○会では、平成 29 年度改正されました加算の要件を、満たしており、処遇
改善加算○を取得させていただくことにいたしました。
今後も地域に必要とされる法人を目指して、より良いサービスの提供に努めてまいりますの
で、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
重要事項説明書「○．利用料金」
平成○年○月○日まで

平成○年○月○日から

処遇改善加算Ⅱ ○．○○％

処遇改善加算Ⅰ ○．○○％

現在のご利用料に加え、以下の加算が追加される見込みです。
○月と同様のご利用の場合 サービスの種類（加算率○○．○％）
基本報酬＋各種減算・加算
単位
×加算率
％
＝処遇改善加算
単位（Ａ）
（Ａ）×１単位の単価（○○円）
円（Ｂ）
（Ｂ）の１割 ・ ２割
円
※Ａは支給限度額管理の対象外です。
本書を２部作成し事業所、ご契約者様が署名捺印の上、各一部を保有するものとします。
年
月
＜事業者＞
法人名
社会福祉法人○○○会
事業者名 ○○○○デイサービスセンター
代表者
センター長 ○○ ○○
印
利用料について、上記の内容に同意します。
＜利用者＞
＜代理人＞
氏 名
印
氏 名
印
住

所

〒

－

住

所
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2.10

【給与規程

給与規程に明文化する
評価による昇給例】
第○章

基

本

給

（基本給）
第◯条 職員の基本給は日給月給制とする。
２ 職員の基本給月額はキャリアパス等級ごとに定める給与表（別表）とする。但し、特別の
事情でこれにより難い場合は、別に定めることができる。
（初任給）
第◯条 職員の初任給は、別表１（初任給表）により定める。
２ 中途採用者の初任給は、学歴、職歴、資格等及び現任者との均衡を勘案し、各人ごとに個
別に定める。
（基本給改定）
第◯条 基本給の改定は、原則として 1 年に 1 回、毎年４月に行う。但し、経営状況の著しい
悪化その他やむを得ない事由により改定を停止することがある。
２ 基本給は、各人の能力、経験、技能、職務の内容及び人事評価等を考慮して各人ごとに決
定する。
３ 改定後の基本給が当該キャリアパス等級の給与表上限額を超える場合は、その上限額が基
本給となる。また給与表の下限額を下回る場合は、当該等級の給与表下限額が基本給となる。
４ 昇給の対象者は、年間出勤期間が６ヶ月以上勤務した職員とする。但し、年間出勤期間が
１２ヶ月に満たない場合は、出勤期間に応じて昇給額を調整する。
５ 特別に必要があると認めた場合は、基本給改定に特別調整を行うことができる。
（昇給停止）
第◯条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては昇給を停止する。
(1)毎年４月１日から翌年３月末日までに３０日以上欠勤した者
(2)休職中の者
(3)昇給停止の処分を受けた者
（昇給）
第◯条 昇給は、総合評価結果に応じて別表２により昇給する。但し、毎年の経営状況・収支
状況の悪化により昇給号給を変更することができる。
（昇格及び降格時の基本給改定）
第◯条 職員が昇格した場合は、別表３に定める昇格昇給を行う。
２ 職員が降格した場合は、別表４に定める降格降給を行う。
３

特別の事情がある場合は、○○がその都度調整する。
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（処遇改善加算手当）
第◯条 サービス対象月に従事している介護職員に、処遇改善加算手当を支給する。毎年、支
給額を理事会で決定して、その改善方法と改善額は書面にて提示する。

別表１ 初任給表
学

歴

初任給

高

卒

１級１号

短大２卒

１級１１号

４大卒

１級２１号

※専門学校２卒は短大２卒を準用する。
別表２ 昇給表
評価結果

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

昇給号給

７号給

６号給

５号給

４号給

２号給

別表３（昇格昇給額）
昇格のパターン

昇格昇給額

管理職２級⇒管理職 1 級

5,000 円

指導職 1 級⇒管理職２級

4,500 円

指導職２級⇒指導職１級

4,000 円

一般職 1 級⇒指導職２級

3,000 円

一般職２級⇒一般職１級

2,500 円

別表４（降格降給額）
昇格のパターン

降格降給額

管理職１級⇒管理職２級

5,000 円

管理職２級⇒指導職１級

4,500 円

指導職１級⇒指導職２級

4,000 円

指導職２級⇒一般職１級

3,000 円

一般職１級⇒一般職２級

2,500 円
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等級
１級
２級
３級
４級
５級
６級
等級名 一般職２級 一般職１級 指導職２級 指導職１級 管理職２級 管理職１級
間差
400
500
600
800
900
1,000
号
昇格昇給
2,500
3,000
4,000
4,500
5,000
1
156,000
166,000
178,500
193,500
213,500
249,500
2
156,400
166,500
179,100
194,300
214,400
250,500
3
156,800
167,000
179,700
195,100
215,300
251,500
4
157,200
167,500
180,300
195,900
216,200
252,500
5
157,600
168,000
180,900
196,700
217,100
253,500
6
158,000
168,500
181,500
197,500
218,000
254,500
7
158,400
169,000
182,100
198,300
218,900
255,500
8
158,800
169,500
182,700
199,100
219,800
256,500
9
159,200
170,000
183,300
199,900
220,700
257,500
10
159,600
170,500
183,900
200,700
221,600
258,500
11
160,000
171,000
184,500
201,500
222,500
259,500
12
160,400
171,500
185,100
202,300
223,400
260,500
13
160,800
172,000
185,700
203,100
224,300
261,500
14
161,200
172,500
186,300
203,900
225,200
262,500
15
161,600
173,000
186,900
204,700
226,100
263,500
16
162,000
173,500
187,500
205,500
227,000
264,500
17
162,400
174,000
188,100
206,300
227,900
265,500
18
162,800
174,500
188,700
207,100
228,800
266,500
19
163,200
175,000
189,300
207,900
229,700
267,500
20
163,600
175,500
189,900
208,700
230,600
268,500
21
164,000
176,000
190,500
209,500
231,500
269,500
22
164,400
176,500
191,100
210,300
232,400
270,500
23
164,800
177,000
191,700
211,100
233,300
271,500
24
165,200
177,500
192,300
211,900
234,200
272,500
25
165,600
178,000
192,900
212,700
235,100
273,500
26
166,000
178,500
193,500
213,500
236,000
274,500
27
166,400
179,000
194,100
214,300
236,900
275,500
28
166,800
179,500
194,700
215,100
237,800
276,500
29
167,200
180,000
195,300
215,900
238,700
277,500
30
167,600
180,500
195,900
216,700
239,600
278,500
31
168,000
181,000
196,500
217,500
240,500
279,500
32
168,400
181,500
197,100
218,300
241,400
280,500
33
168,800
182,000
197,700
219,100
242,300
281,500
34
169,200
182,500
198,300
219,900
243,200
282,500
35
169,600
183,000
198,900
220,700
244,100
283,500
36
170,000
183,500
199,500
221,500
245,000
284,500
37
170,400
184,000
200,100
222,300
245,900
285,500
38
170,800
184,500
200,700
223,100
246,800
286,500
39
171,200
185,000
201,300
223,900
247,700
287,500
40
171,600
185,500
201,900
224,700
248,600
288,500
41
172,000
186,000
202,500
225,500
249,500
289,500
42
172,400
186,500
203,100
226,300
250,400
290,500
43
172,800
187,000
203,700
227,100
251,300
291,500
44
173,200
187,500
204,300
227,900
252,200
292,500
45
173,600
188,000
204,900
228,700
253,100
293,500
46
174,000
188,500
205,500
229,500
254,000
294,500
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2.11

職員に説明する

【周知文例】
平成○○年度処遇改善加算計画書について
社会福祉法人○○
１

対象事業所
特別養護老人ホーム ○○
グループホーム ○○
デイサービス ○○
２ 対象職員 正規介護職員、非正規介護職員
３ 改善期間 平成○○年４月～平成○○年３月
４ 加算区分 加算Ⅰ
５ 改善方法及び金額
① 正規介護職員 月額 15,000 円 一時金 100,000 円
② 非正規介護職員 時給 50 円 一時金 80,000 円
③ 一時金支給時期 7 月 12 月 3 月
④ 夜勤手当の増額 １回 2,000 円
期中に事業収入が増減した場合は、一時金の額を増減して調整する。
６ キャリアパス要件
① キャリアパス要件Ⅰ
イ) 職位、職責又は職務内容等に応じた任用の要件は「キャリアパス」に定める
ロ) 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系は「給与規程」に定める
ハ) 「キャリアパス」「給与規程」を配布することで周知する。
② ｈキャリアパス要件Ⅱ
イ) 職員と面談をして、階層別研修の計画を作成する。研修費用は法人の全額負担とする。
ロ) 「階層別研修計画書」を配布することで周知する。
③ キャリアパス要件Ⅲ
イ) 昇給は毎年４月に行う。「人事評価」と「経験年数」に応じてなされる仕組みとする。
ロ) 「給与規程」「人事評価要綱」を事業所に備え付けることで周知する。
７職場環境等要件
① 資質の向上
公的資格取支援の受験費用を援助する。詳細は「資格取得に関する資金援助規則」に定め
る。
② 職場環境・処遇の改善
イ) 子育てとの両立を目指すために、「短時間正職員制度」を導入する。
ロ) プリセプター制度を導入する。
ハ) 地域包括ケアを充実させるために、クラウドサービスを利用する。
ニ) 委員会で職員の意見を反映して、事故対応マニュアルを定期に更新する。
③ その他
地域住民との交流の場として施設開放を行う。
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第３章 計画書の作成・提出

3.1

提出すべき書類

処遇改善加算の算定を行う場合、改善計画書他の書類を提出しなければなりません。
必要書類は、兵庫県ホームページ＞処遇改善加算について(介護保険関係)
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html）から入手できます。
提出が必要な書類は以下の通りです（平成 30 年度向けの記述となっています）。

3.1.1 平成 29 年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者の場合
【必須】
①介護職員処遇改善計画書（様式 2）＊
【必要に応じて】
計画書を一括して作成する場合、下記条件によって必要書類を作成します。
◆兵庫県のみに届け出る場合、②のみ提出ください。
②介護職員処遇改善計画書（指定権者内事業所一覧表）別紙様式 2（添付書類 1）＊
◆兵庫県を含む 2 以上の指定権者に届け出る場合、③も提出ください。
③介護職員処遇改善計画書（届出対象都道府県内一覧表）別紙様式 2（添付書類 2）＊
◆兵庫県を含む 2 以上の都道府県に届け出る場合、④も提出ください。
④介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）別紙様式 2（添付書類 3）＊
＊①②③④の様式は、第 5 章 P.73～77 を参照ください。
○加算の区分が変更する場合、次の書類も同時提出してください。
⑤介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（届出書・変更届出書）＊
⑥介護給付費算定に係る体制状況一覧表
（体制状況一覧表）＊
⑦変更した内容が確認できる書類（就業規則等。賃金・退職手当・臨時の賃金等に関す
る規定を就業規則と別に作成している場合にはそれらの規定）
＊⑤⑥の様式は、P.52 を参照ください。
※30 年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(表紙）と一覧表の届出が必要とな
るのは以下の場合です。
現在は介護職員処遇改善加算を取得しておらず、新たに取得する場合
加算の区分変更を行う場合（例：H29 加算Ⅱ→H30 加算Ⅰ 等）
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3.1.2 新規に加算を算定する事業者の場合
【必須】
①介護職員処遇改善計画書（様式 2）＊
②就業規則（賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規定を就業規則と別に作成している
場合にはそれらの規定）
③労働保険関係成立届又は労働保険概算・確定保険料申告書
④介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（届出書・変更届出書）*
⑤介護給付費算定に係る体制状況一覧表
（体制状況一覧表）*
【必要に応じて】
計画書を一括して作成する場合、下記条件によって必要書類を作成します。
◆兵庫県のみに届け出る場合、⑥のみ提出ください。
⑥介護職員処遇改善計画書（指定権者内事業所一覧表）別紙様式 2（添付書類 1）＊
◆兵庫県を含む 2 以上の指定権者に届け出る場合、⑦も提出ください。
⑦介護職員処遇改善計画書（届出対象都道府県内一覧表）別紙様式 2（添付書類 2）＊
◆兵庫県を含む 2 以上の都道府県に届け出る場合、⑧も提出ください。
⑧介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）別紙様式 2（添付書類 3）＊
＊①⑥⑦⑧の様式は、第 5 章 P.73～77、④⑤の様式は下記を参照ください。

介護給付算定に係る体制等に関する届出書

介護給付算定に係る体制状況一覧表（一部）
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3.2

書類の記入法、留意点

書類には、提出必須のものと、必要に応じて提出すればよいものの２種類ありますが、こ
こでは、提出が必須の「介護職員処遇改善計画書」を例にとって、記入の方法や留意点を確
認します。まず、第 2 章 2.6～2.8（特に 2.7 ） をもう一度確認しておきましょう。以下の
ような内容でした。

①対象期間
賃金改善実施期間は加算算定月数と同じであること。
この条件を満たせば、対象期間を介護報酬振込後に設定できる。
②対象職員
介護業務に就いている職員（派遣労働者を含む）が加算対象である。
役員を兼務している場合は、役員報酬を除く「給与」が対象となる。
③賃金改善の基準点
改善前の基準となる賃金額（基準点）を確定する。
職員の賃金集計表をつくり、基準点をもとに改善額を算出する
④賃金改善の方法
事業所の判断で、昇給や手当の新設・増設などを行う。
ただし、受給する処遇改善加算額を上回ること。

処遇改善加算の見込み額を出すために、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を
取得し実施される賃金水準との差分を用いて算出するわけですが、比較時点において勤務実
績のない職員については、当該介護職員と同職であって勤続年数が同等の職員の賃金水準と
比較することになっていますのでお気をつけください（逆に、退職した職員は考慮しない）。
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方を、第 5 章の P.61～66 で説明しています。特
に、P.83 以降のＱ＆Ａ集でさまざまな事案について説明されており、疑問点の解消に役立つ
かと思います。兵庫県ホームページ＞処遇改善加算について(介護保険関係) で入手できる
「様式」にも記入例および説明がありますので、そちらも参考にしてください（次ページの
【記載例】参照）。
※提出に必要な書類は（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html）から
入手できます。
提出先については、第 5 章 5-1 を参照ください。提出に関する詳細（提出先、提出方法、
提出期限等）につきましては、上記ホームページにて必ずご確認いただきますようお願いい
たします。
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⑤
⑥

」

の
ど
ち
ら
か
を
記

兵庫

名
〒

称

FAX番号

都 ・ 道
府 ・ 県

別紙一覧表による（複数の事業所ごとに一括提出の場合）

都 ・ 道
○○市□□町１－１
府 ・ 県

称 株式会社○○
770-8570

電話番号
フリガナ

名
〒

フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏﾙﾏﾙ

サービス

提供する
別紙一覧表による
（複数の事業所ごとに一括提出の場合）

年度届出用）

介護保険事業所番号

介護職員処遇改善計画書（平成

平成○○年４月

介護職員処遇改善加算（

初めて加算を取得する（した）月の前年度の賃金の総額

加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

⑦ 賃金改善実施期間

○
年

4
月

～

Ⅲ

Ⅳ

○

年

3

月

平成○○年３月

Ⅱ

平成

～

⑧

Ⅴ

←見込額の計算方法①はこちら

加算を算定するサービス提供月。
年度途中から算定する場合も終わりは３月。

←見込額の計算方法②はこちら

←元々の賃金水準はこちら

←従来の加算（Ⅰ）を活用し行った賃金改善を含む介護職員が受け取る基本給、手当、
賞与等の（退職手当を除く）の総額（集計期間は前年度）
8,900,000 円

前年度の計画において設定したの賃金改善実施期間と期間が
重複してはならない。

←加算（Ⅰ）を活用し行った賃金改善を含む介護職員が受け取る基本給、手当、賞与等
の（退職手当を除く）の総額（集計期間は賃金改善実施期間）
9,500,000 円

従来の加算（Ⅰ）を算定し、今回新設された加算（Ⅰ）
を算定する場合、太枠内の記載が可能。

←加算を活用し行った賃金改善を含む介護職員が受け取る基本給、手当、賞与等の（退
職手当を除く）の総額（集計期間は賃金改善実施期間）

600,000 円 ⑤の金額を上回ること。

450,000 円

8,300,000 円

9,500,000 円

1,200,000 円 ③の金額を上回ること。

1,000,000 円

）

※雇用する全ての介護職員に周知した上で提出すること。

以上により、全体で、介護職員の賃金が１人平均月額○○○○○円増額する。

・○○手当を月額○○○○円から○○○○円に引き上げる。

（例）・常勤の介護職員○人の基本給を月額○○○○円、非常勤職員△人の時給を○○○円増額する。

かつ全体の平均で，法定福利費等の増加額も含み，税引き前であるため，実際の個々人の手取り額とは必ずしも一致しない。）

賃金改善を行う方法（一人当たりの平均賃金改善月額等についても可能な限り具体的に記載すること。なお，当該改善額は見込み

※ 原則各年４月～翌年３月までの連続する期間を記入すること。なお，当該期間の月数は加算の対象月数を越えてはならない。

平成

初めて加算（Ⅰ）を取得する月の前年度の賃金の総額

ⅳ）

賃金改善の方法について

加算（Ⅰ）の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

ⅲ）

⑤
平成 ○ 年度介護職員処遇改善加算の見込額(加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の比較)
⑥ 賃金改善見込額（ⅲ－ⅳ）

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合

ⅱ）

ⅰ）

③
平成 ○ 年度介護職員処遇改善加算の見込額
④ 賃金改善見込額（ⅰ－ⅱ）

② 介護職員処遇改善加算算定対象月

Ⅰ

賃金改善計画について (本 計画に 記載 された 金額 につい ては 見込 みの額 であ り，申 請時 以降の 運営 状況(利用者 数

等)，人員 配置 状況(職員数 等)そ の他 の事由 によ り変動 があ り得る もの である 。)

① 算定する加算の区分

⑴

電話番号
FAX番号
※事業所等情報については，複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。

事業所の所在地

事業所等の名称

主たる事務所の
所
在
地

事業者・開設者

事業所等情報

【 記 載 例 】別紙様式２
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第４章 実績報告書の作成・提出

4.1

提出すべき書類

処遇改善加算を受給した後、事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する
実績を報告することが必要です。実績報告書を作成して提出しなければなりません。
必要書類は、兵庫県ホームページ＞処遇改善加算について(介護保険関係)
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html）から入手できます。
提出が必要な書類は以下の通りです
（提出にあたっては、上記ホームページから書類を入手するとともに、提出期限等もご確認
ください）。

4.1.1 処遇改善実績報告書
①介護職員処遇改善実績報告書（別紙様式 5）＊
※毎年度、最終の加算支払い月の翌々月の末日までに提出ください。
②賃金総額の積算根拠となる資料
計画書を一括して作成する場合、①の他に下記の書類を作成します。
◆兵庫県のみに届け出る場合
Ａ. 介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表）別紙様式 5（添付書類 1）＊
◆兵庫県を含む 2 以上の都道府県に届け出る場合
Ｂ. 介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）別紙様式 5（添付書類 2）＊
◆上記にかかわりなく
Ｃ. 介護職員処遇改善実績報告書（報告対象都道府県内市町村一覧表）（再掲）
別紙様式 5（添付書類 3）＊
○平成 28 年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者は、平成 29 年 7 月 28 日までに
実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください(平成 28 年度分の場合)
※原則、最終の加算の支払いがあった翌々月が締切です。
○年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、
最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提
出ください。
○なお、本加算の算定要件は、賃金改善額＞加算収入額であるため、返還金が生じることは
想定されていません。仮に賃金改善額＜加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支
給し、賃金改善額＞加算収入額となるようにしていただく必要があります。
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①

A

B

C
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4.1.2 その他の届け出
○変更届 （別紙様式 7）
申請時の内容（法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件）に変更があった事
業者は届出を行ってください。
提出期限・・・変更後 10 日以内
○特別な事情に係る届出書 （別紙様式 4）
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下
げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式 4 の特別な事情に係る届出書（以下、
「特別事
情届出書」という。）により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算
を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やか
に介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

変更届出書（別紙様式 7）

特別な事情に係る届出書（別紙様式４）
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4.2

書類の記入法、留意点

「介護職員処遇改善計画書」を作成した際の資料と支払い実績をもとに、
「介護職員処遇改
善実績報告書」としてまとめます。第５章 P.67～70 他を参照し、報告書を作成ください。P.83
以降のＱ＆Ａ集も疑問点の解消に役立つかと思います。
計画書と同様に、実績報告書、届出書等も 兵庫県ホームページ＞処遇改善加算について(介
護保険関係) （https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html） から入手できます。

提出先については、第 5 章 5-1 を参照ください。提出に関する詳細（提出先、提出方法、
提出期限等）につきましては、上記ホームページにて必ずご確認いただきますようお願いい
たします。
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