
事 務 連 絡 

平成 31 年（2019 年）2 月 5 日 

 

 

介護保険事業所の代表事業所 管理者  様 

 （ 大津市内を除く ） 

 

滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課長 

  

 

平成 31 年度介護職員処遇改善加算に係る計画書等の届出について 

 

 平素は、介護保険行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 31 年 4 月のサービス提供分から標記の加算の適用を受けるためには、本年

２月末（算定を受ける前々月の末日）までに計画書を届け出ていただく必要があります。 

 計画書の作成は、下記（５）に掲載しています「介護職員処遇改善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」（平成 30 年３月 22 日老発 0322

第 2 号「厚生労働省老健局長通知」）となりますが、本年 10 月に予定されている介護報酬

改定など、今後、厚生労働省から新たな通知があった場合には、おって連絡いたします。 

また、事業所として新たに処遇改善加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書も必要になりますので、併せて提出をお願いし

ます。 

なお、この加算の対象者は介護職員の方のみです。他の職種の方は加算の対象にはなりま

せんのでご留意願います。 

                  記 

（1）提出書類および添付書類 

「（参考様式）介護職員処遇改善計画書チェック表」のとおり 

 

（2）提出期限 

平成 31 年 2 月 28 日（木）必着   

計画書の提出がない場合、平成 31年４月からの加算を算定できません。 

 

（3）提出先・問い合わせ先 

・ 計画書については、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合は一括して作

成することができますが、提出については各事業所等を所管する届出先（別紙）ごとに

行ってください。なお、問合せ先についても届出先と同じです。 

 



（４）届出書類について 

・ （参考様式）介護職員処遇改善計画書チェック表で確認願います。 

また、チェック表および届出に必要な様式は滋賀県のホームページからダウンロード

してください。 

 ・ 届出書類のうち「就業規則」については、賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する

規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件および賃金体系に関する規程、キャリアパ

ス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、

それらの規程も提出してください。（キャリアパス要件ⅠおよびⅢにおいては、その内

容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備する必要があるため、キャリ

アパス要件ⅠおよびⅢの適合状況を確認できる就業規則を提出してください。） 

   なお、就業規則の整備義務がない事業所についても、根拠を規定する内部規定等を

提出してください。 

 

（５）提出書類の様式・厚生労働省老健局長通知・リーフレットの掲載先 

 ・ 提出書類の様式等については、県ホームページに掲載します。 

 

ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者 > 介護 > 介護保険にかかる諸情報  

> 様式ダウンロード > 介護職員処遇改善加算届出様式 

 

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/lakadia/sidou/syoguukaizen/ 

syoguukaizen_yousiki.html 

 

（６）賃金改善実施期間について 

・ 賃金改善実施期間の設定は、平成２４年４月以降に加算として算定されていた法人

については、加算を算定する月と同じ期間となります。 

平成２４年３月以前に交付金として交付を受けていた法人は、加算を算定する期間と

賃金改善実施期間は必ずしも一致しないため、以下の２点に留意してください。 

 

① 賃金改善実施期間の月数は加算を算定する月数と同じでなければならない。 

※ 平成31年４月から平成32年３月の12ヶ月加算を算定する場合は賃金改善実施

期間も１２ヶ月とする必要がある。 

 

② 平成30年度の介護職員処遇改善計画書の賃金改善実施期間と重複していないこと。 

 

 

 

 

 



（交付金を受けていた法人の賃金改善実施期間のイメージ（例）と今後必要となる手続） 

 

平成３１年                              平成３２年 

  

※賃金改善実施期間は法人によって異なるので、前回の届出をご確認ください。 

 

                                       ○    平成３1年度・平成３２年度 計画書提出期限 

●    平成３０年度・平成３１年度 実績報告書提出期限 

平成３０年度 加算を算定する期間 

 平成３０年度 賃金改善実施期間例 

平成３１年度 加算を算定する期間 

平成３１年度 賃金改善実施期間例 

 

（７） 賃金改善方法の周知について 

・ 事業所における賃金改善を行う方法等について、「介護職員処遇改善計画書」を用い

て職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知願います。 

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員につ

いての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答願います。 

 

（８） その他について 

・ 加算Ⅱを取得していた介護サービス事業者等が加算Ⅰを取得する場合には、「加算Ⅰ

の上乗せ相当分を用いて計算する（計画書（１）⑤および⑥に記載する方法）」ことが

できますが、この方法は「初めて加算Ⅰを取得する月の前年度の賃金の総額」からの

上乗せ相当額を明確に把握したうえで、介護職員処遇改善計画書および実績報告書を

作成する必要があるため、対応が難しい事業所については、通常の計算方法（計画書

（１）③および④に記載する方法）による方が賃金改善額を把握しやすいと考えられ

ます。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

加算を算定する期間

手続き ○ ● ○ ●

賃金改善実施期間

賃金改善実施期間

賃金改善実施期間

賃金改善実施期間

賃金改善実施期間

加算の算定を行う期間（サービス提供月）

前年度分に係る実施期間

前年度分に係る実施期間

前年度分に係る実施期間

前年度分に係る実施期間

前年度分に係

る賃金改善実
施期間と重複

しないよう留意

すること。

○ 

 



（別紙）   

事業所等の所在地 サービス種類 届出先 

大津市 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

全て 

大津市介護保険課 

     

草津市・栗東市・守山市・野洲市 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

滋賀県医療福祉推進課 

    〃 

事業所等の所在する市町 

甲賀市・湖南市 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

甲賀健康福祉事務所 

滋賀県医療福祉推進課 

事業所等の所在する市町 

近江八幡市・東近江市・竜王町・日野町 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

東近江健康福祉事務所 

滋賀県医療福祉推進課 

事業所等の所在する市町 

彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

湖東健康福祉事務所 

滋賀県医療福祉推進課 

事業所等の所在する市町 

長浜市・米原市 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

湖北健康福祉事務所 

滋賀県医療福祉推進課 

事業所等の所在する市町 

高島市 

居宅サービス等 

施設サービス 

地域密着型サービス 

高島健康福祉事務所 

滋賀県医療福祉推進課 

高島市 

大津市 077-528-2753  甲 賀 0748-63-6111  東近江 0748-22-1253 

湖 東 0749-21-0281  湖 北 0749-65-6661  高 島 0740-22-2505 

 

（具体的なサービス）           訪問介護、通所介護を除き各サービスの介護予防を含む。 

サービス種類 サービス名 

居宅サービス等 

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護

（介護老人福祉施設併設型を除く）、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設（短

期入所療養介護を含む） 

施設サービス 
介護老人福祉施設（併設短期入所生活介護を含む）、介護療養型医療施設（併設短期

入所療養介護を含む）、介護医療院（併設短期入所療養介護を含む） 

地域密着型サー

ビス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地

域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護 

 ※地域密着型サービスの場合、他市町による指定の場合にも当該他市町に届出を行う必要がある。 

 



【通知文（4）関係】

法　　　人　　　名

担当者名（作成した方）

連　　　絡　　　先

　

介護職員処遇改善計画書
（別紙様式２）

□ ◎必ず提出が必要です。

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））

□ ◎必ず提出が必要です。

介護職員処遇改善計画書（県内一覧表）
（別紙様式２（添付書類２））

□
※複数事業所を一括して作成し、県内で指定権者が複
数にわたる場合に提出が必要です。

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））

□
※複数事業所を一括して作成し、他の都道府県の事業
所間で、加算の融通を行う場合に提出が必要です。

就　業　規　則

（賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパ
ス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、
キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を
就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含
む。）

□

◎加算ⅠまたはⅡを算定する場合は必ず提出が必要
です。
※加算ⅢまたはⅣを算定する場合で、キャリアパス要
件Ⅰ（別紙様式２の計画書裏面（２）の要件Ⅰのこと）を
満たす計画書を届出している場合は必要です。
※就業規則の作成義務がない場合でも、これに準ずる
内部規定等の提出が必要です。

労働保険に加入していることが確認できる書類

（労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告
書等）

□

◎届出をしていることが確認できるものを添付願いま
す。
※労働保険に加入していない事業所については、加入
義務がない旨の理由を記載した理由書を提出してくだ
さい。

特別な事情に係る届出書
（別紙様式４）

□
※例外的に経営悪化等により賃金水準を低下せざるを
得ない場合のみ必要です。

　

①から⑧について □

◎①～④、⑦、⑧は、必ず記載が必要です。
※加算Ⅰの場合は、③④の記載を⑤⑥の記載に代え
ることができます。
※加算Ⅱ～Ⅴの場合、⑤⑥は使用できません。

証明欄について（最下段） □
証明年月日、法人名、代表者の役職、代表者名が記載
され、代表者印が押印されていますか。

（サービス種類と提出先）
□介護老人福祉施設（併設短期入所生活介護） → □滋賀県医療福祉推進課、□大津市

□介護療養型医療施設（併設　短期入所療養介護） → □滋賀県医療福祉推進課、□大津市

□介護医療院（併設　短期入所療養介護 ） → □滋賀県医療福祉推進課、□大津市

□居宅サービス等 → □滋賀県医療福祉推進課、□大津市

健康福祉事務所　（□甲賀、□東近江、□湖東、□湖北、□高島　）

□地域密着型サービス → 各市町
（□大津、□草津、□栗東、□守山、□野洲、□甲賀、□湖南、□東近江、□近江八幡、

  □竜王、□日野、□彦根、□愛荘、□豊郷、□甲良、□多賀、□米原、□長浜、□高島）

介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）

介護職員処遇改善計画書チェック表

TEL                                                    FAX

届出書類チェック表       ※届出している書類の□欄にレ印を付けてください。

記載内容チェック表         ※点検の結果、誤りがなければ、□欄にレ印を付けてください。



 

お   願   い 

 

 この文書は、県指定の介護保険事業所の代表事業所（事業所番号が同一の

事業所で、最初に登録された事業所）あてにお送りしています。 

 お手数ですが、同一番号の下記サービスの実施事業所にお知らせいただき

ますよう、よろしくお願いします。 

 また、各事業所におかれましては、法人本部へも必ずお知らせいただきま

すよう併せてお願いします。 

 

記 

 

  ・訪問介護 

  ・通所介護 

・（介護予防）訪問入浴介護 

   ・（介護予防）通所リハビリテーション 

  ・（介護予防）短期入所生活介護 

  ・（介護予防）短期入所療養介護 

  ・（介護予防）特定施設入居者生活介護 

  ・介護老人福祉施設 

  ・介護老人保健施設 

  ・介護療養型医療施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


