
1　必ず提出する書類

届　出　書　類　一　覧　表（日中活動系・居住系サ-ビス）

提出書類

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 様式第1号

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

添付様式6-1（その1）（就労移行支援に係る基本報酬の算定区分
に関する届出書）

添付様式6-1（その2）（就労定着者の状況（就労移行支援に係る基
本報酬の算定区分に関する届出書））

添付様式4-2（その1）（就労継続支援Ａ型に係る基本報酬の算定区
分に関する届出書）

添付様式4-2（その2）（就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表
（全体））
添付様式4-2（その3）（就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表
（実績Ⅰ～Ⅳ））

別紙29（工賃実績報告書）

やむを得ない事由により，延べ労働時間等から除外した場合，当該
利用者についての除外事由，除外時間及び除外日数を記載したも
の（任意様式）

添付様式4-3（その1）（就労継続支援Ｂ型に係る基本報酬の算定区
分に関する届出書）

添付様式4-3（その2）（ピアサポ-タ-等の配置に関する届出書）

令和3年度（令和3年4月から令和4年3月）に支払った工賃総額がわ
かる就労支援事業別事業活動明細書等

就労支援事業に係る会計関係書類（就労移
行支援及び就労継続支援Ａ型のみ）

直近の就労支援事業別事業活動明細書等（令和4年2月時点以降
のもの。）

療養介護 添付様式2（利用者数算定表（療養介護））

添付様式3-1（利用者数算定表（生活介護））

添付様式3-2（生活介護に係る添付書類）

就労移行支援 添付様式6－1または6－2（前年度の利用実績表）

就労継続支援A型 添付様式4（利用者数算定表（就労継続支援））

就労継続支援B型 添付様式4（利用者数算定表（就労継続支援））

共同生活援助 添付様式5（利用者数算定表（共同生活援助））

従業者の勤務の体制・勤務形態一覧表

様式第4号（令和4年4月1日現在が含まれているもの）
※平成31年4月から様式を一部変更しています。新様式で作成して
ください。
※就労移行支援，就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型におい
て，施設外就労を実施している（予定含む）事業所は，その事業所
本体の職員配置と施設外就労の職員配置について，勤務形態一覧
表において区分して記入してください。

就職後6月以上経過した者の定着率が確認で
きるもの（就労移行支援のみ）
※①令和2年度及び令和3年度（通常）②平成
30年度及び令和元年度（特例）
いずれかの実績を用いて下さい。

評価点区分が確認できるもの
（就労継続支援Ａ型のみ）
※スコア表の実績については，令和3年度実
績で評価としますが，次の2項目はいずれか
の実績により評価して下さい。

［労働時間］①令和3年度②令和元年度③平
成30年度
［生産活動］①令和2年度及び令和3年度②平
成30年度及び令和元年度

平均工賃月額が確認できるもの（就労継続支
援B型で指定から1年を経過している事業所の
み。指定から6月以上1年未満の場合，提出は
任意。）
※工賃実績は，平成30年度，令和元年度又
は令和3年度のいずれかの実績とすることが
できます。いずれの場合であっても，令和3年
度分の工賃実績報告書及び就労支援事業別
事業活動報告書は必ず提出してください。

別紙29（工賃実績報告書）
（※月の途中から利用を開始又は終了したこと，又はインフルエン
ザ等の流行性疾患（新型コロナウイルス含む）により連続1週間以
上の長期に渡って利用できなくなった者について，工賃実績から除
外しているときは，当該除外分を含めた工賃実績報告書もあわせて
提出して下さい。）

生活介護
利用者数算定表
※　人員配置体制を
　確認するため。
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（前年度まで算定していた加（減）算であっても改めて届出が必要です。）

2　令和4年度，下記の加（減）算を算定する場合，必ず提出する書類

サ-ビス種類 加算等名称 提出書類

療養介護 福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

人員配置体制加算 別紙6（人員配置体制加算に係る添付書類(療養介護事業所)）

生活介護 福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

人員配置体制加算 別紙7（人員配置体制加算に係る添付書類（生活介護事業所））

常勤看護職員等配置加算 保健師又は看護師若しくは准看護師の資格証の写し及び雇用証明書

送迎加算 別紙11（送迎加算に係る添付書類）

食事提供体制加算 別紙12（食事提供体制加算及び栄養管理体制に係る添付書類）

延長支援加算 別紙33（延長支援加算に係る添付書類）

リハビリテ-ション加算 別紙10（リハビリテ-ション加算に係る添付書類）

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

重度障害者支援加算（Ⅰ）

重度障害者支援加算（Ⅱ）

就労移行支援体制加算 別紙26（就労移行支援体制加算に係る添付書類）

短期入所 重度障害者支援加算 別紙34（重度障害者支援加算に関する届出書（短期入所））

食事提供体制加算 別紙12（食事提供体制加算及び栄養管理体制に係る添付書類）

送迎加算 別紙11（送迎加算に係る添付書類）

日中活動支援加算

栄養士配置加算 管理栄養士または栄養士の資格証の写し及び雇用証明書

常勤看護職員等配置加算 保健師又は看護師若しくは准看護師の資格証の写し及び雇用証明書

医療連携体制加算（Ⅸ） 別紙37（医療連携体制加算（Ⅶ）に関する届出書）

施設入所支援 夜勤職員配置体制加算 別紙19（夜勤職員配置体制加算に係る添付書類）

別紙20-1（重度障害者支援加算（Ⅰ）に係る添付書類(障害者支援施設））

別紙20-2（重度障害者支援加算（Ⅱ）に関する届出書）

夜間看護体制加算 別紙21（夜間看護体制加算に係る添付書類）

地域生活移行個別支援特別加算 別紙36（地域生活移行個別支援特別加算に関する届出書）

口腔衛生管理加算

栄養マネジメント加算 別紙38（栄養マネジメント加算に係る添付書類）

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

自立訓練(生活訓練) 標準利用期間超過減算 別紙32（標準利用期間超過減算に係る添付書類）

宿泊型自立訓練 福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

送迎加算 別紙11（送迎加算に係る添付書類）

食事提供体制加算 別紙12（食事提供体制加算及び栄養管理体制に係る添付書類）

夜間支援等体制加算 別紙25（夜間支援等体制加算に係る添付書類（宿泊型自立訓練））

短期滞在加算

精神障害者退院支援施設加算

通勤者生活支援加算

地域移行支援体制強化加算

地域生活移行個別支援特別加算 別紙36（地域生活移行個別支援特別加算に関する届出書）

看護職員配置加算 別紙24（看護職員配置加算に係る添付書類）

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

個別計画訓練支援加算 別紙41（個別計画訓練支援加算に係る届出書）

精神障害者地域移行特別加算 別紙39（精神障害者地域移行特別加算に関する届出書）

強度行動障害者地域移行特別加算 別紙40（強度行動障害者地域移行特別加算に係る届出書）

社会生活支援特別加算 別紙42（社会生活支援特別加算に係る届出書）

就労移行支援体制加算 別紙26（就労移行支援体制加算に係る添付書類）

別紙20-3（重度障害者支援加算に関する届出書(生活介護））

重度障害者支援加算

別紙23（短期滞在加算及び精神障害者退院支援施設加算
           に係る添付書類）

別紙22（地域移行支援体制強化加算及び通勤者生活支援
　　　　　 加算に係る添付書類（宿泊型自立訓練事業所））

2 / 4 ページ



サ-ビス種類 加算等名称 提出書類

就労移行支援 標準利用期間超過減算 別紙32（標準利用期間超過減算に係る添付書類）

福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

送迎加算 別紙11（送迎加算に係る添付書類）

食事提供体制加算 別紙12（食事提供体制加算及び栄養管理体制に係る添付書類）

精神障害者退院支援施設加算 別紙23（短期滞在加算及び精神障害者退院支援施設加算に係る添付書類）

移行準備支援体制加算 別紙27(移行準備支援体制加算に係る添付書類)

就労支援関係研修修了加算 実務経験証明書，研修修了証の写し及び雇用証明書

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

社会生活支援特別加算 別紙42（社会生活支援特別加算に係る届出書）

就労継続支援A型 福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

送迎加算 別紙11（送迎加算に係る添付書類）

食事提供体制加算 別紙12（食事提供体制加算及び栄養管理体制に係る添付書類）

重度者支援体制加算 別紙28(重度者支援体制加算に係る添付書類)

就労移行支援体制加算 別紙26(就労移行支援体制加算に係る添付書類)

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

別紙43（賃金向上達成指導員配置加算に関する届出書）

○　「賃金向上計画」

○　雇用契約を締結している利用者に係る就業規則

社会生活支援特別加算 別紙42（社会生活支援特別加算に係る届出書）

就労継続支援B型 福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

送迎加算 別紙11（送迎加算に係る添付書類）

食事提供体制加算 別紙12（食事提供体制加算及び栄養管理体制に係る添付書類）

重度者支援体制加算 別紙28(重度者支援体制加算に係る添付書類)

就労移行支援体制加算 別紙26(就労移行支援体制加算に係る添付書類)

目標工賃達成指導員配置加算 別紙30（目標工賃達成指導員配置加算に係る添付書類）

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

社会生活支援特別加算 別紙42（社会生活支援特別加算に係る届出書）

ピアサポ-ト実施加算 別紙49（ピアサポ-ト体制加算に関する届出書）

自立生活援助 福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

居住支援連携加算 別紙52（居住支援連携体制加算に関する届出書）

ピアサポ-ト体制加算 別紙49（ピアサポ-ト体制加算に関する届出書）

賃金向上達成指導員配置加算
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サ-ビス種類 加算等名称 提出書類

共同生活援助 大規模住居等減算 別紙14（大規模住居等減算に係る添付書類）

福祉専門職員配置等加算 別紙5（福祉専門職員配置等加算に係る添付書類）

別紙16重度障害者支援加算に係る添付書類

         （共同生活援助事業所（介護サ-ビス包括型））

別紙35（共同生活援助の重度障害者支援加算に係る届出書）

別紙15（夜間支援等体制加算届出書）

別紙45（夜勤職員加配加算に関する届出書）

※夜間支援等体制加算（Ⅰ）算定に係る就業規則・雇用契約書の写し

通勤者生活支援加算 別紙18（通勤者生活支援加算に係る添付書類（共同生活援助事業所））

地域生活移行個別支援特別加算 別紙36（地域生活移行個別支援特別加算に関する届出書）

医療連携体制加算（Ⅶ） 別紙37（医療連携体制加算（Ⅶ）に関する届出書）

看護職員配置加算 別紙46（看護職員配置加算に関する届出書（共同生活援助事業所））

精神障害者地域移行特別加算 別紙39（精神障害者地域移行特別加算に関する届出書）

強度行動障害者地域移行特別加算 別紙40(強度行動障害者地域移行特別加算に係る届出書）

別紙50（その1）（医療的ケア対応支援加算に関する届出書）

別紙50（その2）（医療的ケアにかかる申出書（共同生活援助関係））

強度行動障害者体験利用加算 別紙51（強度行動障害者体験利用加算に係る届出書）

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 別紙9（視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に係る添付書類）

重度障害者支援加算

夜勤職員加配体制加算

医療的ケア対応支援加算

※1　 それぞれの要件等を満たすことがわかる書類（例　資格証，実務経験証明書，雇用証明書，契約書，体制図
　　 等）を必要に応じて添付してください。

夜間支援等体制加算

※　 夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合は，次の2
　　点についても提出が必要。

○　 休憩時間が明記されている就業規則
     （休憩時間を一義的に定めがたい場合は，基本となる
　　休憩時間等をあらかじめ明記するとともに，休憩時
　　間については具体的に各人毎に個別の労働契約で定
　　める旨の委任規定が就業規則に設けられていること。）
○　 雇用契約書の写し

《届出書類作成の注意点（各サ-ビス共通）》

○提出書類は，当課ホ-ムペ-ジよりダウンロ-ドして使用してください。昨年度使用した様式は，
その後修正されているものもありますので，お手数ですが，再度ダウンロ- ドの上，御使用くださ
い。
○「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」は，届出するサ-ビス種類が記載されている
ペ-ジのみ添付してください。該当しないサ-ビス種類のペ-ジは添付不要です。
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