
計画相談支援・障害児相談支援
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
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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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～従業者～

事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員を
置かなければならない。【基準省令 第3条第1項】

相談支援専門員の員数の標準は、利用者の数（サービス
提供数）が35またはその端数を増すごとに１とする。

計画相談支援と障害児相談支援を一体的に運営する場合
はその合計数となる。 【基準省令 第3条第2項】

利用者の数は、1か月平均35件に対し1人の配置

1か月平均とは、前6か月の平均値
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7月のサービス提供数が40件と、35件を超えていても、
下図のような場合

⇒1か月平均（前6か月平均値）が、35以下のため、相談支
援専門員の員数は、1人が標準となる。

7月のサービス提供数が、35件を超えていなくても、
下図のような場合

⇒1か月平均（前6か月平均値）が、35以上のため、相談支
援専門員の員数は、2人が標準となる。 7

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 1か月平均 7月

利用者の数 ２０ ２５ ２５ ４０ ４５ ５０ ２０５ 34.166･･･ ４０

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 1か月平均 7月

利用者の数 ２０ ３０ ４０ ４０ ４５ ５０ ２２５ ３７．５ ３５



～従業者～

相談支援専門員は、原則、サービス提供時間帯を通じて当該
サービス以外の職務に従事させてはならない。

【解釈通知 第二の１(1)】

※サービス提供時間帯＝事業所での勤務時間（常勤・非常勤は問わず）

業務に支障のない場合は、当該事業所の管理者や

他の事業所等の職務に従事させることができる。
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～管理者～

事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かな
ければならない。 【基準省令 第４条】

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
とする。

【解釈通知 第二の１(2)】

業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務や

他の事業所等の職務に従事させることができる。
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～兼務に関する注意点～

相談支援専門員が担当する利用者の利用する指定障
害福祉サービス事業所等の業務と兼務する場合

中立性の確保や異なる視点での検討が欠如しかねな
いことから、やむを得ない場合を除き、当該利用者
が利用する指定障害福祉サービス事業所等の業務を
兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援
等を実施することを基本とする。
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相談支援
事業所

就労継続支援
Ｂ型事業所

兼務

例えば･･･

継続サービス利用支援等
(モニタリング等）

計画作成



～兼務に関する注意点～

居宅介護事業所等のサービス提供責任者や日中活動系
事業所のサービス管理責任者等と兼務したい場合

サービス管理責任者の配置等で「常勤」と定めのある
ものについては兼務できない。

兼務先で兼務が可能かどうか、また人員配置基準を満
たすかどうか等を必ず確認してください。
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相談支援
事業所

就労継続支援
Ｂ型事業所

例えば…

兼務

管理者

要件満たさない

サービス管理責任者

要件満たす

減算対象

13

・サービス管理責任者欠如減算

・個別支援計画未作成減算



【相談支援専門員の資格要件】

実務経験
初任者研修
修了

（42.5ｈ）

５年度ごとの
現任研修
修了

（24ｈ）

★現任研修受講に係る実務経験要件
①過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。
②現に相談支援業務に従事している。
初回の現任研修受講時（経過措置有）には①を、2回目以降の受講時には①または②を満たす必要がある。

14※【資料１-別紙１】P６参照
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現任研修受講年度の早見表 ※【資料１-別紙１】P13

※【資料１-別紙２】の「４ その他」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 運営規程

指摘事例３ 掲示等

指摘事例４ 会計の区分

指摘事例５ 変更の届出

指摘事例６ 業務管理体制の整備



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） 17

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３】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４】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４】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 21

【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）
22

【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】



【主な指摘事項】

× 運営規程の内容と現状とに差異がある。

× 記載されている法令等に誤りや不足がある。
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指摘事例２ 運営規程

実態と差異がでないように、定期的に運営規程を確認
し、変更がある場合は変更の届出を行ってください。

複数サービス（計画相談と障害児相談等）を実施して
いる場合に、誤り等が多く見受けられます。根拠法令
および計画・給付費の名称等が混在し、誤りとなって
いないか、ご確認ください。

基準省令
第19条
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指摘事例３ 掲示等
基準省令
第23条

【主な指摘事項】

× 必要な重要事項が掲示されていない。

× 掲示物が見やすい場所にない。

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、相談支援
の実施状況、相談支援専門員の有する資格・経験年
数・勤務体制、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事項（苦情措置の概要、指定通知
書等）を掲示してください。

必要な重要事項
をファイリング
して、備え付け
ておく。

注意

他のサービスとは異なるものが多いので、ご注意ください。



指摘事例４ 会計の区分

【主な指摘事項】

× 当該事業とその他の事業の会計が区分されていない。

事業所ごとに、経理を区分するとともに、サービス種別ごとに
会計を区分することが必要です。

※計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援等、いく

つかのサービスを実施している場合は、それぞれのサービス

（事業）ごとに会計を区分してください。

共通して必要となる事務的経費等の共通経費については、人員
割合、面積割合、時間割合等の合理的な按分方法により、適切
に収支を区分してください。

基準省令
第29条

25



会計の区分のイメージ

地域移行支援サービス

障害児相談支援サービス

地域定着支援サービス

計画相談支援サービス

計画相談支援サービス

それぞれ区分が必要

（株）練馬障害福祉社

ねりしょう豊玉
相談支援事業所

ねりしょう大泉
相談支援事業所

それぞれ区分が必要

事業拠点
（事業所）

サービス
（事業）

① 経理を、事業所ごとに区分すること。
② 会計を、当該事業と、それ以外の事業
とに区分すること。

26※ 【資料１-別紙６】参照



指摘事例５ 変更の届出

【主な指摘事項】

× 運営規程、管理者、相談支援専門員等が変わって

いるが、変更の届出が提出されていない。

変更があったときは、１０日以内に、練馬区に変更届
を提出してください。

27
根拠法令：【計画相談支援】 障害者総合支援法 第51条の25第３項

【障害児相談支援】児童福祉法 第24条の32第１項



① 事業所の名称および所在地

② 申請者（事業者）の名称および主たる事務所の所在地

③ 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

④ 申請者の登記事項証明書または条例等

⑤ 事業所の平面図

⑥ 管理者の氏名、生年月日、住所、職名

⑦ 相談支援専門員の氏名、生年月日、住所、職名

⑧ 運営規程

⑨ その他（主たる対象者、上記以外の従業者 等）

参考：変更の届出が必要な事項

28根拠法令：【計画相談支援】障害者総合支援法施行規則 第34条の60第１項
【障害児相談支援】児童福祉法施行規則 第25条の26の７第１項



≪練馬区ホームページ≫

トップページ

>暮らしのガイド

>障害のある方

>事業者向け

>指定・登録関係

>相談支援事業者（特定・障害児）の

指定手続きについて

29https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/jigyo/sitei/soudansien.html

申請・変更等の関係書類について



【主な指摘事項】

×業務管理体制の整備について、届け出ていない。

×事業者の区分に応じた届出先となっていない。

30

指摘事例６ 業務管理体制の整備

法令遵守等の業務管理体制の整備について、届出を行
う必要があります。

届出は、法の条文ごとに行う必要があります。

届出先は、事業所の区分に応じて決まります。

届け出た事項に変更があったときは、変更の届出が必
要です。



よくある間違い例①

居宅介護、就労継続支援等の障害福祉サービスで届出
をしているため、相談支援事業では届け出ていない。

条文ごとの届出が必要です。

31

【例】就労継続支援Ｂ型、放課後等デイサービス、特定相談支援、
障害児相談支援を運営する法人は、4種類の届出が必要です。

①就労継続支援Ｂ型 ：障害者総合支援法第51条の2
（障害福祉サービス事業）

②放課後等デイサービス：児童福祉法第21条の5の26
（障害児通所支援事業）

③特定相談支援 ：障害者総合支援法第51条の31

④障害児相談支援 ：児童福祉法第24条の38



よくある間違い例②
相談支援事業を練馬区のみで行っているが、東京都に
届け出てしまっている。

届出先は、事業所の区分に応じて決まります。

32

【例】相談支援事業所の場合
①相談支援事業所が2以上の都道府県に所在する場合 厚労省
②相談支援事業所が同一の区市町村に所在する場合 区市町村
③それ以外（事業所が練馬区と板橋区にある場合など） 都道府県
（※指定都市・中核市の場合を除く）

※条文ごとのため、障害福祉サービス事業所を他県や他区で運営し
ている法人でも、相談支援事業所は練馬区のみで行っている場合、
相談支援事業の届出については、練馬区が届出先になります。



計画相談支援・障害児相談支援
における指定基準

（利用者支援編）へ続く


