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誓約書

（12）参考様式10-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７

雇用証明書

（13）参考様式10-2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８

雇用確約証明書

（14）参考様式11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９

協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要

４ 介護給付費等算定に係る体制届出書関係様式等

（１）提出書類一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０

（２）介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（様式第５号） ・・・・・・・２１２

（３）介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・２１４

（４）添付様式

・ 別紙１－１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２５

特定事業所加算に係る届出書（居宅介護事業所）

・ 別紙１－２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２６

特定事業所加算に係る届出書（重度訪問介護事業所）

・ 別紙１－３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７

特定事業所加算に係る届出書（行動援護事業所）

・ 別紙１－４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８



特定事業所加算に係る届出書（同行援護事業所）

・ 別紙１－５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９

特定事業所加算に係る確認表

・ 別紙２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３１

福祉専門職員配置等加算に関する届出書

・ 別紙３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２

人員配置体制加算に関する届出書（生活介護）

・ 別紙４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３３

人員配置体制加算に関する届出書（療養介護）

・ 別紙５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３４

食事提供体制加算及び栄養管理体制加算に係る体制

・ 別紙６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５

延長支援加算体制届出書

・ 別紙７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３６

送迎加算に関する届出書

・ 別紙８ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３７

医療型短期入所に関する届出書

・ 別紙９ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３８

重度障害者支援加算に関する届出書（短期入所）

・ 別紙１０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３９

重度障害者の状況

・ 別紙１１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０

障害基礎年金１級を受給する利用者の状況（重度者支援体制加算に係る届出書）

・ 別紙１２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４１

栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書

・ 別紙１３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２

夜勤職員配置体制加算に関する届出書

・ 別紙１４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４３

重度障害者支援加算（Ⅱ）に関する届出書

・ 別紙１５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４４

夜間看護体制加算に関する届出書

・ 別紙１６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４５

短期滞在及び精神障害者退院支援施設に係る体制

・ 別紙１７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６

看護職員配置加算に係る届出書

・ 別紙１８ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４７

（宿泊型自立訓練）夜間支援等体制加算届出書

・ 別紙１９ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０

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体制（宿泊型自立訓練事業所）

・ 別紙２０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１

実務経験及び研修証明書

・ 別紙２１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５３

視覚障害者又は言語聴覚障害者の状況

・ 別紙２３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４

目標工賃達成指導員対象施設の配置状況

・ 別紙２４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５６

目標工賃・工賃実績報告様式



・ 別紙２５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６１

施設外支援実施状況（移行準備支援体制加算（Ⅰ）に係る届出書）

・ 別紙２６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３

前年度の利用実績表

・ 別紙２７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４

共同生活援助に係る体制

・ 別紙２８ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６５

（共同生活援助）夜間支援等体制加算届出書

・ 別紙２９ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６８

通勤者生活支援加算に係る体制（共同生活援助事業所）

・ 別紙３０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６９

平均障害支援区分等の算出

・ 別紙３１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７０

医療連携体制加算（Ⅴ）に関する届出書

・ 別紙３２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２

共同生活援助の重度障害者支援加算に係る届出書

・ 別紙３４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７４

サビ管配置等加算に関する届出書（共生型）

・ 別紙３５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７５

福祉専門職員配置等加算に関する届出書（共生型短期入所）

・ 別紙３６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６

重度障害者支援加算に関する届出書

・ 別紙３７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７

個別計画訓練支援加算に関する届出書

・ 別紙３８ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７８

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

・ 別紙３９ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７９

就労定着者の状況

・ 別紙４０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８０

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

・ 別紙４１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８１

賃金向上達成指導員配置加算に関する届出書

・ 別紙４２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２

就労移行支援体制加算に関する届出書

・ 別紙４３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８３

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

・ 別紙４４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８４

就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

・ 別紙４５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８５

就労継続者の状況

・ 別紙４６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８６

就労継続者の状況（新規指定の場合）

・ 別紙４７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８７

就労定着実績体制加算に関する届出書

・ 別紙４８ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８８

精神障害者地域移行特別加算に関する届出書

・ 別紙４９ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８９



強度行動障害者地域移行特別加算に関する届出書

・ 別紙５０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９０

社会生活支援特別加算に関する届出書

・ 別紙５１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９１

看護職員配置加算に関する届出書

・ 別紙５２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９２

夜勤職員加配加算に関する届出書

・ 別紙５３ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９３

地域移行支援サービス費（Ⅰ）に係る届出書

・ 別紙５４ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９４

就労継続支援Ａ型事業所における短時間労働事由届出書


