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県に対して届出することが必要とされている各種加算等の算定に係る届出に当たっては、「介護給付費
算定に係る体制等に関する届出書」（別紙２）及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」（別紙１又
は別紙１－２）により、必要な書類を添えて届け出することとなります。
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１ 介護給付費算定に係る事項の届出と適用日について

【入所系サービス】 短期入所生活介護、短期入所療養介護、
特定施設入居者生活介護及び指定施設サービスにおける
加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）について
は、届出が受理された月の翌月（届出が受理された日が月
の初日である場合は、当該月）からの適用となります。

県ホームページ『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』
http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jigyousha_housyuutaisei.html

【入所系サービス以外】 上記入所系サービス以外の加算等
（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届
出が毎月１５日以前に受理された場合には翌月から、１６
日以降に受理された場合には翌々月からの適用となります。

【共通】 算定される単位数が増えるもの以外の加算等につ
いては、当該事由の生じた日から適用されなくなります。

に掲載しております。

届出書様式は、



いわゆる「集合住宅減算」については、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）において、例えば、
集合住宅の１階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合に
は、地域に点在する利用者と比べて、移動等の労力（移動時間）が軽減されることから、これを適正に評
価するために行うものです。【平成２７年度報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.1）より】
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２ 訪問系サービス事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の
建物に居住する利用者に対する取扱いについて

指定訪問
系サービ
ス事業所

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
（夜間対応型訪問介護）

減算の
内容

１０％減算

減算とな
る要件

① 事業所の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内
の建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又は
サービス付き高齢者向け住宅に限る。）に居住する利用者に対す
る訪問系サービスを提供した場合。

② 事業所と同一建物に居住する利用者に訪問系サービスを提供
した場合。

③ 上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は①と同じ。）に
居住する利用者に対する訪問系サービスを提供した場合で、当該
建物に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合。

（厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（平成27年3月2日開催）資料より）



通所介護事業所及び通所リハビリテーショ
ン事業所においては、前年度の利用実績に
基づいて翌年度の事業所規模による報酬区
分が決定されることから、毎年３月の時点で
翌年度（４月以降）の事業所規模による報酬
区分を自ら点検し、確認する必要があります。
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２ 通所系サービスにおける事業所規模による報酬区分の確認について

県ホームページ『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jigyousha_housyuutaisei.html
に掲載している別紙２１「施設等の区分及び大規模事業所該当の有無に係る届出書」です。

このため、各通所介護事業所及び通所リ
ハビリテーション事業所においては、右の
「施設等の区分及び大規模事業所該当の
有無に係る届出書」に記載している算出方
法に基づき、平成２８年４月～平成２９年２
月の利用実績による平均利用者延べ数を
算出のうえ、平成２９年度の報酬区分をご
確認ください。

計算の結果、前年度の報酬区分から変更
となる場合は、県への届出が必要となりま
す。（届出の期日は、「１ 介護給付費算定
に係る事項の届出と適用日について」（この
資料の２ページ目）のとおりです。）
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３ 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出について

県ホームページ『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jigyousha_housyuutaisei.html
に掲載している「居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書」（記載例の方）です。

居宅介護支援事業において、毎年度２
回、居宅サービス計画数の実績により算
定した結果、減算の要件に該当した場合
は、減算対象期間中の居宅介護支援の
すべてについて減算が適用されます。

判定
期間

届出書
提出期限

※減算
適用期間

前期 ３月～８月 ９月１５日 １０月～３月

後期 ９月～２月 ３月１５日 ４月～９月



○ 平成２９年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成２９年度より、キャリアアップ
の仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施するため、臨時に１．１４％の介護報酬
改定を行うものである。

（参考） 介護報酬改定率：１．１４％ ※内訳は、1．14％のうち、在宅分と施設分

（うち、在宅分：０．７２％、施設分０．４２％） の内訳を試算したもの

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行
うための区分を新設する。

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の算定に必要な
要件に加えて、新たに、「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ること（就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への
周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、これらを全て満たすことを要することとする。

○ 上記に伴い、介護職員処遇改善加算の区分と加算率については、次頁以降のとおりとする。
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４ 平成２９年度介護報酬改定の概要・・・厚生労働省事務連絡別添より

１ 改定率について

２ 平成２９年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応



（注）「キャリアパス要件Ⅰ」・・・職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

「キャリアパス要件Ⅱ」・・・資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること

「キャリアパス要件Ⅲ」・・・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ること

「職場環境等要件」・・・賃金改善以外の処遇改善を実施すること

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

7

４ 平成２９年度介護報酬改定の概要・・・厚生労働省事務連絡別添より

介護職員処遇改善加算の区分

算
定
要
件

キャリアパス要件Ⅰ
及び

キャリアパス要件Ⅱ
及び

キャリアパス要件Ⅲ
＋

職場環境等要件を満たす（平
成27年4月以降実施する取組）

キャリアパス要件Ⅰ
及び

キャリアパス要件Ⅱ

＋

職場環境等要件を満たす（平
成27年4月以降実施する取
組）

キャリアパス要件Ⅰ
又は

キャリアパス要件Ⅱ

＋
職場環境等要件を満たす

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件

のいずれかを満たす

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件

のいずれも満たさず

加算（Ⅰ）
（新規）

（月額３万７千円相当）

加算（Ⅱ）
（※旧加算（Ⅰ））

（月額２万７千円相当）

加算（Ⅲ）
（※旧加算（Ⅱ））

（月額１万５千円相当）

加算（Ⅳ）
（※旧加算（Ⅲ））
（加算（Ⅲ）×０．９）

加算（Ⅴ）
（※旧加算（Ⅳ））
（加算（Ⅲ）×０．８）
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４ 平成２９年度介護報酬改定の概要・・・厚生労働省事務連絡別添より

介護職員処遇改善加算（拡充後）におけるキャリアアップの仕組みのイメージ

新
加
算

現
行
の
加
算

職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系

職位 月給例

主任 36万円

※１ 「経験」・・・「勤続年数」「経験年数」などを想定。
※２ 「資格」・・・「介護福祉士」「実務者研修修了者」などを想定。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。
※３ 「評価」・・・「実技試験」「人事評価などを想定」。ただし、客観的な評価（採点）基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

班長 32万円

一般 28万円

どのような場合に昇給するの
かが必ずしも明らかでない。

事業者において以下の①～③のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けることを新たに要件とする
（就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての介護職員への周知を含む）※昇給の方式は、基本給、手当、賞与等を問わない。

（例） ①経験※１
（例） ②資格※２ （例） ③評価※３

職位 勤続年数 月給例

主任 ６年～ 36万円

班長 ３～６年 32万円

一般 ～３年 28万円

職位 資格 月給例 職位 実技試験の結果 月給例

主任 事業者が指定する資格を取得 36万円

班長 介護福祉士 32万円

一般 資格なし 28万円

主任 班長試験でＳ評価 36万円

班長 一般試験でＡ評価以上 32万円

一般 一般試験でＢ評価以下 28万円



１ 加算算定対象サービス

２ 加算算定非対象サービス
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４ 平成２９年度介護報酬改定の概要・・・厚生労働省事務連絡別添より

介護職員処遇改善加算に係る加算率について

サービス区分 加算率

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介
護支援、介護予防支援

０％

サービス区分
介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

（介護予防）訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １３．７％ １０．０％ ５．５％

加算（Ⅲ）に
より算出した
単位×０．９

加算（Ⅲ）に
より算出した
単位×０．８

（介護予防）訪問入浴介護 ５．８％ ４．２％ ２．３％

（介護予防）通所介護、地域密着型通所介護 ５．９％ ４．３％ ２．３％

（介護予防）通所リハビリテーション ４．７％ ３．４％ １．９％

（介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 ８．２％ ６．０％ ３．３％

（介護予防）認知症対応型通所介護 １０．４％ ７．６％ ４．２％

（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 １０．２％ ７．４％ ４．１％

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 １１．１％ ８．１％ ４．５％

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、（介護予防）短期入所生活介護 ８．３％ ６．０％ ３．３％

介護老人保健施設、（介護予防）短期入所療養介護（老健） ３．９％ ２．９％ １．６％

介護療養型医療施設、（介護予防）短期入所療養介護（病院等） ２．６％ １．９％ １．０％



平成２９年１月３０日付け厚生労働省老健局振興課・老人保健課事務連絡「平成２９年度介護報酬改
定による介護職員処遇改善加算の拡充について」において、『平成２９年度の加算の算定にあたり事前
に都道府県等への届出が必要な書類（介護職員処遇改善計画書等。以下「計画書等」という。）の様式
例等についても、３月以降に発出する関係通知の中でお示しすることとしておりますが、（以下略）』とさ
れており、現時点では正式な様式はまだ示されておりません。
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５ 介護職員処遇改善加算算定に当たって届出が必要な計画書様式

正式通知が発出された後に、

県ホームページ『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』
http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jigyousha_housyuutaisei.html
に計画書様式を掲載します。

※ 現時点では関係通知が未発出のため、この
資料には平成28年度時点での様式を掲載して
おります。



現行の平成２７年３月３１日付け老発０３３１
第３４号「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」通知では、２(3)②「必要書類
の添付」において、

『介護職員処遇改善計画書に併せて、労働基
準法第89条に規定する就業規則（賃金・退職
手当・臨時の賃金等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。）及び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）を添付し、
届け出ること。（前年度に加算を取得している
場合であって、既に提出された計画書添付書
類に関する事項に変更がない場合は提出省
略可。）』

とされていることから、加算拡充後においても
これらの書類の準備が必要となると見込まれ
ます。
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６ 介護職員処遇改善加算の届出に当たって必要な添付書類等
（現行の通知では・・・）

県ホームページ『介護給付費算定に係る体制等に関する届出』http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jigyousha_housyuutaisei.html
に掲載している介護職員処遇改善計画書（届出書）のExcelファイルのワークシートにある様式です。

別紙様式4 別紙様式2(添付書類1)



介護職員処遇改善加算の区分が大幅に変更（見込）となるため、現在介護職員処遇改善加算を算定
している事業所は全て、「（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「（別紙１）介護
給付費算定に係る体制等状況一覧表」をあわせて提出してください。

←

↓ ※下表のとおり様式が変更となる見込みです。
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７ 介護職員処遇改善加算区分変更に伴う報酬関係変更届について

「（別紙２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」様式

「（別紙１）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」一例

「処遇改善加算区分変更
旧加算Ⅰ → 新加算Ⅰ」
など、変更内容がわかる
ように記載してください。
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青森県のホームページの中で介護保険に関する情報は・・・

または、各種検索エンジンに

「青森県 介護保険情報」と入力し、

検索してみると・・・

県ホームページ『介護保険情報』
http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigohoken.html

青森県のホームページの

「介護保険情報」のページが検索できます。

このページから、各種届出等のページにアクセスできます。


