
共同生活援助における指定基準について

練馬区 福祉部

指導検査担当課 障害福祉サービス検査係

1



2

説明内容

１ 集団指導の目的

２ 人員に関する基準

３ 運営に関する基準（運営管理編）

～実地指導で見受けられる事例～
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障害福祉サービス事業者等に対し、運営等の
基準や給付の請求等に関する情報を提供するこ
とにより、業務の理解を深めるとともに、更な
るサービスの質の向上を目指すことを目的とし
ています。
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～管理者～

常勤・専従の管理者を１名配置（管理上支障がない場合は、
当該事業所の他の業務、または他の事業所、施設等の職務に
従事可能）

サービス提供に必要な知識および経験を有する者であること

【役 割】

事業所の全体のマネジメント

【業務内容】

利用者の安全確保、防犯・防災対策、適切な職員配置、住居
設備の維持管理と環境整備、虐待防止や人権擁護に関する職員
教育、利用者の健康管理(健康診断等） 等

6※ 詳細は、【資料１-別紙１】参照



～サービス管理責任者～

利用者の数を30で除した数以上を配置

実務経験・研修を修了していることが必要

【役 割】

利用者支援に係る計画の作成（個別支援計画の作成等）、
従業者に対する技術指導・サポート 等

【業務内容】

個別支援計画に係る業務、管理者への支援状況報告、従
業者の相談・助言、関係機関との連絡調整 等

7※ 詳細は、【資料１-別紙１】参照



～世話人～

介護サービス包括型および外部サービス利用型におい
ては、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上

日中サービス支援型は、利用者の数を5で除した数以上

※ 手厚い配置をした場合は報酬への反映あり

【役 割】

入居者の直接介助、相談 等

【業務内容】

食事の提供、掃除・洗濯・健康管理・金銭管理・服薬
管理の援助、日常生活に必要な相談・援助 等
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※ 詳細は、【資料１-別紙１】参照

人数変動により、世話人の配置が
「５：１」⇒「６：１」



～生活支援員～

障害支援区分に応じた必要員数の合計数以上を配置

（外部サービス利用型は、配置不要）

【常勤換算】

区分３…９で除した数、区分４…６で除した数

区分５…４で除した数、区分６…2.5で除した数

【役 割】 入居者の直接介助

【業務内容】 食事や入浴、排せつ等の介助 等

9
※ 詳細は、【資料１-別紙１】参照



～夜間支援従事者～

介護サービス包括型および外部サービス利用型におい
ては、必要に応じて配置（夜勤または宿直）

日中サービス支援型においては、必ず配置（夜勤）

【役 割】

夜間および深夜の時間帯を通じた直接介助

【業務内容】

利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せ
つの支援等のほか、緊急時の対応等を行う。

10※ 詳細は、【資料１-別紙１】参照
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指摘事例１ 虐待防止のための措置

指摘事例２ 勤務体制の確保

指摘事例３ 非常災害対策

指摘事例４ 掲示



運営規程への定めと従業者への周知

虐待防止責任者の設置

（責任の明確化・支援方針の明示 等）

虐待防止委員会等の設置

（複数での協議・研修計画の検討・チェックリスト分析 等） 12

指摘事例１ 虐待防止のための措置①

【主な指摘事項】

× 虐待防止責任者を定めていない。

× 虐待防止委員会等の体制を整備していない。

虐待防止のための体制整備が必要です

※【資料１-別紙２】参照



虐待防止マニュアルの整備

（虐待の5類型、区市町村への通報義務、虐待通報先）

虐待防止啓発掲示物および

通報先の掲示物の作成と掲示 等
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【主な指摘事項】

× 虐待防止マニュアルを作成していない。

× 虐待防止掲示物等を作成していない。

虐待防止のための環境整備が必要です

指摘事例１ 虐待防止のための措置②

利用者の支給決定を行う自治体が窓口
通報先
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障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
（平成３０年６月 厚生労働省）【P34 参考資料】

障害のある方を虐待から守りましょう（練馬区啓発冊子）
【P３】区公式HP→保健福祉→障害のある方→相談

参考：虐待防止啓発掲示物の例 ※【資料１-別紙３】参照
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障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
（平成３０年６月 厚生労働省）【P35 参考資料】

障害のある方を虐待から守りましょう（練馬区啓発冊子）
【裏表紙】区公式HP→保健福祉→障害のある方→相談

東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーに都内
自治体の窓口一覧もありますのでご活用ください。

書式ライブラリー→Ｂ権利擁護→虐待防止関連→通報届出窓口一覧

参考：虐待通報先掲示物の例 ※【資料１-別紙３】参照



 全従業者を対象に、年１回以上研修を実施してください。研修の内容や
参加者、参加できない職員への対応等について、記録を残してください。

 研修の機会等を利用し、全従業者が虐待防止チェックリストを実施して
ください。実施後は回収し、集計・分析等を行い、研修内容の検討等に
活用してください。

 考えられる研修の種類

①虐待防止や人権意識を高めるための研修

②職員のメンタルヘルスのための研修

③支援のため知識と技術を獲得するための研修

④事例検討 等 16

【主な指摘事項】

× 全従業者を対象に虐待防止に関する研修を実施していない。

× 全従業者が虐待防止チェックリストを実施していない。

人権意識、知識や技術向上のための研修が必要です

指摘事例１ 虐待防止のための措置③

練馬障害福祉人材
育成・研修センター
も活用しましょう。

【全従業者＝事業所の業務を担う従業者（事務担当等含む）】



【障害者虐待の類型】

（1）養護者による障害者虐待（現に障害者を養護する家族、親族、同居人等）

（２）障害者福祉施設従事者等による障害者虐待（障害者福祉施設、障害福祉サービス事業者等 の従事者）

（３）使用者による障害者虐待（障害者を雇用する事業者、事業の経営担当者等）

（４）その他（別居の親族、職場の同僚、知人、不明等）

（５）虐待の5類型（身体的、性的、心理的、放棄・放置、経済的）
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【練馬区】

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

通報・届出の件数 ３４件 ２２件 ２７件 ４７件

虐待の
類型別
（内訳）

養護者 ９件 １１件 ９件 １７件

障害者福祉
施設従事者等

１４件 ８件 １２件 １６件

使用者 ３件 ２件 １件 ３件

その他 ８件 １件 ５件 １１件

※ 全てを虐待と認定しているものではありません。

参考：練馬区の障害者虐待に関する通報・届出の件数

※【資料１-別紙４】参照

【虐待防止法では、虐待と疑われる事案があった場合、区市町村への通報義務あり】



指摘事例２ 勤務体制の確保等

【主な指摘事項】

× 雇用契約書が作成されておらず、従業者が事業所の

管理者の指揮命令下にあるか明確ではない。

× 研修実施に係る記録が不十分である。

従業者との雇用トラブルを避けるためにも、従事する労働
条件等を正確に記載した雇用契約書を作成してください。

研修実施後、次回以降の研修に生かせるよう、研修の実施
記録や資料等を保管してください。記録には、実施日時、
場所、参加者、研修内容等を記載してください。

（実施に際して、年度当初に計画・数回に分ける等の工夫 等）

都条例
第197条
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代表者等であっても
事業所の従業者として
勤務している場合は、
その旨の雇用契約を交
わしてください。



【主な指摘事項】

× 防炎性能を有しているカーテンが設置されていない。

× 転倒防止策が講じられていない。

× 避難経路に避難に支障となる荷物が置かれている。
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指摘事例３ 非常災害対策①

事業所内に設置するカーテン等は、防炎性能を有しているものとして
ください。（赤字の マークがついているもの）

事業所内に設置するロッカーや棚には、転倒防止策を講じてください。

また、ロッカーの上に大きな荷物を載せないよう注意してください。

避難経路には物を置かず、避難スペースを確保してください。

都条例
第74条



家具類の転倒による被害

東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」（平成27年度版） 20



いつくるか分からない地震に備えて、自分の身を守るだけでなく、家族や大切な人を守るためにも、
家具固定などの家具転倒対策（家具類の転倒・落下・移動防止対策）を行いましょう！！

【東京消防庁ホームページより抜粋】

参考：家具類の転倒による被害

21
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指摘事例３ 非常災害対策②

【注意！！】各事業所の消防計画等を、もう一度ご確認ください

→「消防計画に定めている点検や避難訓練を実施していない」または
「規定に沿った実施となっていない」事業所が多く見られます。定めた
計画に沿って、点検や訓練を実施し、記録を残してください。

非常災害対策に関する計画は３つあります。

①消防計画

②風水害、地震等の災害に対処するための計画

③避難確保計画

→平成29年、水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律
第31号）が施行され、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒
区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、
避難訓練の実施が義務づけられました。



【主な指摘事項】

× 従業者の勤務体制、協力医療機関に関する内容を

掲示していない。
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指摘事例４ 掲示

事業所内の外来者の目につきやすい場所に、運
営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機
関その他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ください。

掲示内容が網羅されていれば、重要事項説明書
を掲示しても構いません。

掲示物をファ
イリングして、
備え置きして
おく方法もあ
ります。

都条例
第92条

虐待防止に関する掲示物、指定を受けている旨の掲示物（指定通知書の写し等）

その他



共同生活援助の指定基準
（利用者支援編）

へ続く


