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　生活保護法の関連法令、横浜市の定める条例及び通知、指導監査に関する通知等に違反が認められる事項については、原則と
して改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します。指導に対し、期限を付して法人等から報告を求めます。
　また、必要と認める場合には、施設における改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができます。

  生活保護法の関連法令、横浜市の定める条例及び通知、指導監査に関する通知等以外の法令、通知等に軽微な違反が認められ
る場合又は違反について文書による指導を行わなくとも改善が見込まれる場合には、口頭で指導します。

  法令又は通知の違反が認められない場合であっても、施設運営に資するものと考えられる事項については助言を行います。

指導監査基準について

　　関係法令、条例、通知等に基づいて実施する指導監査の主な範囲及び観点を示します。

　　着眼点ごとに、適正でない点、不備な点が認められた場合に指導を行う主な内容を基準として示します。

　　適正でない点、不備な点の状況は多様であるため、次のとおり、改善を指導する際の標準的な区分を設定します。

指導監査基準

着　眼　点

区　  　分

文書指摘事項

口頭指摘事項

助言事項

　　指摘事項の根拠となる法令、条例、通知等を掲載します。関連する法令等が多数ある場合は、主なものを掲載します。

　注）１　指導監査の結果については、その改善状況又は改善の予定等を含め、理事会等への報告を行ってください。
　　　２　「口頭指摘事項」及び「助言事項」についても、指導の内容に関する認識を共有できるよう文書で交付します。
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　○関係法令、通知等（主なもの）

省　略　標　記 公布年月日等

社福法 社会福祉法 法律第45号 昭和26年3月29日

労基法 労働基準法 法律第49号 昭和22年4月7日

労基法施行規則 労働基準法施行規則 厚生省令第23号 昭和22年8月30日

パートタイム労働法 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 法律第76号 平成5年6月18日

パートタイム労働法施行規則 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 労働省令第34号 平成5年11月19日

施設基準条例 横浜市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営の基準に関する条例 横浜市条例第63号 平成24年12月28日

指導監査通知 生活保護法による保護施設に対する指導監査事項について 社援発0326第4号 平成24年3月26日

最低基準通知 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する 低基準の施行について 社施第335号 昭和41年12月15日

指導監督徹底通知
社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設
に対する指導監督の徹底について

社援発第1275号ほか 平成13年7月23日

法人指導監査実施要綱 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について 社援発0427第1号ほか 平成29年4月27日

苦情解決指針
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの
指針について

障第452号ほか 平成12年6月7日

※略称なし 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針 厚生労働省告示第289号 平成19年8月28日

育児・介護休業法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 法律第76号 平成3年5月15日

※略称なし 小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル
全国消防長会(全消発第338
号)

平成21年10月27日

避難確保計画作成マニュアル 横浜市要配慮者利用施設の避難確保計画作成マニュアル 横浜市 令和2年10月

社援基発第1212001号 平成15年12月12日

社援基発第0707001号ほか 平成20年7月7日

※略称なし 社会福祉施設における防火安全対策の強化について 社施第107号 昭和62年9月18日

※略称なし 社会福祉施設等に係る防火対策の更なる徹底について 消防予第130号 平成22年3月13日

※略称なし 救護施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について 社援保発0909第１号 平成28年9月9日

※略称なし 大量調理施設衛生管理マニュアル 衛食第85号別添 ほか 平成9年3月24日

※略称なし 社会福祉施設等における食品の安全確保等について 社援基発第0307001号ほか 平成20年3月7日

正　式　名　称

社会福祉施設等における衛生管
理の徹底について

社会福祉施設等における衛生管理の徹底について
社会福祉施設等における食中毒予防及び衛生管理の徹底について
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

個人の尊厳の保持を旨とし、入所者の意向、希望等を尊
重するよう配慮がなされているか。

指導監査通知第1
施設基準条例3-1

入所者の意向及び希望等を尊重して、常に入所者の立場に立った適切
な処遇を行っていない。

施設の管理の都合で入所者の生活に不当に制限を加えている。

施設の管理の都合で入所者の生活に影響を与えている点がある。

（２）設置者
施設の設置者は、横浜市暴力団排除条例に定める暴力
団、暴力団員等、暴力団経営支配人等又は、それらと密
接な関係を有すると認められる者となっていないか。

施設基準条例3-2
※　本市は、施設設置法人等に対し、横浜市暴力団排除条例
に定められた責務に基づいた対応を遂行することとなります。

施設設置法人等の構成について本市条例に反している。

施設・設備を基準どおり整備していない。

施設の使用目的の変更を届け出ていない。

建物・設備の維持管理に不十分な点がある。

施設内外を清潔に保っていない。

安全確保の配慮に不十分な点がある。

 (2）入所人員 入所定員及び居室の定員を超えて入所させていないか。
指導監査通知第2-1-(1)
施設基準条例17､28

定員を遵守していない。

（１）施設の開放
等

施設設備を地域に開放し、地域との連携が深められてい
るか。

指導監査通知第2-1-(11) 地域との連携を深めていない。

　３　地域との連携

　１　基本方針等

（１）基本方針等
施設の管理の都合により、入所者の生活を不当に制限し
ていないか。

指導監査通知第1

  ２  設備等

（１）設備

居室、静養室、集会室、食堂、浴室、洗面所、便所、医務
室、教養娯楽設備等の施設設備は、適正に整備されてい
るか。
また、建物、設備の維持管理は適切に行われているか。

指導監査通知第1-2-ｱ､ｲ､第2-1-(9)

施設基準条例4､10-1､14、21-5、24、26-2
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

（１）適切な苦情
解決

入所者等からの苦情に対し、適切な解決に努めている
か。

入所者等からの苦情に対し、適切な解決に努めていない。

（２）苦情解決体
制の整備

苦情解決体制を整備しているか。
苦情解決体制として、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を
設置していない。

入所者等への周知を図っているか。 入所者等に苦情解決の体制、仕組みを周知していない。

適切に苦情受付をしているか。
苦情受付に際し、定められた事項を書面に記録し、苦情申出人に確認し
ていない。

苦情受付の報告・確認を行っているか。
苦情受付の報告、確認を行っていない。
苦情申出人に対する通知を行っていない。（必要との申出があった場合
のみ）

話合いによる苦情解決に努めているか。
苦情解決責任者は、話合いによる苦情解決に努めていない。
必要に応じて第三者委員の助言を求めていない。

苦情解決の記録、報告を行っているか。
苦情解決の経過と結果を記録し、第三者委員等への報告を行っていな
い。

解決結果を公表しているか。 個人情報に関するものを除き、苦情解決の結果を公表していない。

（１）防火管理者
の選任

管理権原者は、防火管理者を選任し、消防署に届け出て
いるか。

消防法8-1､8-2、消防法8の2-1、8の2-4
消防法施行令1-2、3

管理権原者が、防火管理者を選任し、消防署に届け出ていない。

防火管理者は、消防計画を作成し、消防署に届け出てい
るか。

防火管理者が、消防計画を作成し、消防署に届け出ていない。

非常災害対策計画（火災、水害・土砂災害・地震等）を含
む災害に対処するための計画を作成し、その内容を職員
や関係機関と十分共有しているか。

火災、水害・土砂災害・地震等を含む非常災害対策計画が作成されてい
ない。
その内容を職員や関係機関と十分に共有していない。

　４　苦情解決

指導監査通知第1-1-(11)

社福法82

施設基準条例9

苦情解決指針（３）苦情解決の
手順等

　５　非常災害対策

（２）消防計画等
の作成

消防法施行令3の2-1
消防法施行規則3-1

水防法15の3
水防法施行規則16
土砂災害防止法8の2-1
土砂災害防止法施行規則5の2

横浜市要配慮者利用施設の避難確保計画作成マニュアル
施設基準条例10
救護施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体
制整備の強化・徹底について
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施していない。

消火訓練及び避難訓練（年2回以上）の実施において、あらかじめ消防機
関に通報していない。

避難訓練のうち1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練を行っていな
い。

施設の実態に即した訓練が実施されていない。

水害・土砂災害・地震等の場合を含む災害に対処するた
め避難訓練を実施しているか。

水害・土砂災害・地震等を想定した避難訓練を実施していない。

消火訓練及び避難訓練の実施記録を整備しているか。 消火訓練及び避難訓練の実施記録を整備していない。

（４）消防署の立
入り検査

消防署の立入検査における指示事項が改善されている
か。

指導監督徹底通知5(5)
▽
火災等に対する災害事故防止については、施設利用者の特殊
性に鑑み、その対策には特段の配慮が必要であるので、防災
設備の点検整備はもとより、平素から所轄消防機関との連携を
密にするとともに、火災の予防、避難訓練等を十分に行い、非
常災害の際の利用者の安全対策に万全を期すよう指導するこ
と。

社会福祉施設等に係る防火対策の更なる徹底について

消防署の立入検査における指示事項が改善されていない。

（５）消防用設備
等の設置

特定防火対象物の施設について、消防用設備等が設置さ
れているか。

消防法17-1、消防法施行令6、7
施設基準条例14、24
消防法8の3、消防法施行令4の3

▽消防法施行令別表第1(6)に該当する施設（全ての社会福祉
施設）で使用するカーテン(丈1ｍ以上 *）、じゅうたん（2㎡以上
**）等は防炎性能を有するものでなければならない。
 * 「消防用設備等に係る執務資料」
（平成７年２月21日消防予第26号消防庁予防課長）を踏まえ
た、
横浜市の「予防関係事務質疑応答書について」（平成８年３月
21日消指導第292号）
 ** 「消防法施行令の一部を改正する政令の公布について」
（昭和53年12月４日消防予第225号消防庁次長）

消防用設備等が設置されていない。

（３）消火訓練及
び避難訓練

消火訓練及び避難訓練年2回以上実施しているか。その
際、あらかじめ消防機関に通報しているか。

指導監査通知第2-3-ｴ
施設基準条例10-2
消防法施行規則3-10､11
社会福祉施設における防火安全対策の強化について
▽
6-(1) 有効な避難訓練及び職員の教育等
避難訓練は 低年2回以上実施することとなっているが、この実
施に当たっては消防機関の協力を得て行うよう努め、特に自力
避難困難者の避難・救出訓練及び夜間における避難に重点を
置いた訓練等実態に即した訓練を定期的に実施すること。
この場合、職員には消火訓練等も併せて行わせ、平素から消防
設備等の操作について熟知させておくこと。

小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル

救護施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体
制整備の強化・徹底について

避難訓練のうち1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練
を行っているか。

　５　非常災害対策　　（前頁から続く）
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

（６）消防用設備
等の点検及び報
告

6か月ごとに消防用設備等の定期点検を実施し、年1回消
防署へ報告(*)をしているか。

指導監査通知第2-3-ｱ

消防法17の3の3
消防法施行令36
消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防
用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検
の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件
(平成16年5月31日 消防省庁告示第9号）
消防法施行規則31の6

消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期点検（6か月ごと）を実施
し、消防署へ報告（年1年*）を行っていない。
*非特定防火対象物（事務所・共同住宅等）であったとしても、3年に1回
報告義務あり。

防災用の水・食糧等を備蓄していない。

防災用の水・食糧等の備蓄が不足している。

※原則として水（飲料水）は1人1日3リットル3日分を備蓄

非常災害時の連絡・避難体制が確保されていない。

非常災害時の地域住民及びボランティア組織等との応援・協力体制を確
保していない。

地域住民及びボランティア組織等の参加による避難訓練を実施していな
い。

（７）防災備蓄 防災用の水・食糧等を備蓄しているか。

指導監査通知第2-3-ウ
横浜市震災対策条例8-2
横浜市防災計画震災対策編YOKOHAMA2021
第１部第6章第3節「事業者の責務」
第2部第2章第4節「防災備蓄計画」
第2部第8章第4節「社会福祉施設等における安全確保対策」
▽
施設管理者は、地震への備えとして、 低3日分の飲料水の確
保策を講じるとともに、施設の実状に応じて水の汲み置き、食
料・トイレパック、生活必需物品、救助用の防災資機材等を備蓄
します。
また、福祉避難所となる施設は、要援護者の受入れに必要な物
資を備蓄するほか、緊急連絡用機器等の整備としてファックス
等複数の通信手段と自家発電装置を整備するとともに、代替伝
達手段としてのバイク、自転車等を整備します。

（８）非常時の連
絡体制等

非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制は確保さ
れているか。
また、地域の協力体制は確保されているか。

指導監査通知第2-3-ｲ
施設基準条例10

　５　非常災害対策　　（前頁から続く）
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

帳簿を整備していない。

帳簿に一部不備がある。

職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を漏らしていないか。

業務上知り得た秘密を漏らしている。

職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務
上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな
いよう、必要な措置（就業規則、雇用契約書等への記載な
ど）を講じているか。

職員又は職員であった者が、業務上知り得た秘密を漏らすことがないよ
う、必要な措置を講じていない。

　７　帳簿の整備

（１）帳簿の整備
設備、職員、会計及び入所者の処遇等に関する帳簿を整
備しているか。
また、帳簿を必要な期間保存しているか。

指導監査通知第2-1-(3)
施設基準条例11

低基準通知第1-7

　８　秘密保持等

（１）秘密保持等 施設基準条例12

　６　防犯対策

（１）日常及び緊
急時の対応

次の項目について実施しているか。
１　日常の対応
　(1)　所内体制と職員の共通理解
　(2)　不審者情報に係る地域や関係機関等との連携
　(3)　施設等と利用者家族の取組み
  (4)　地域との協同による防犯意識の醸成
　(5)　施設整備面における防犯に係る安全確保
　(6)　施設開放又は施設外活動における安全確保・通所
施設における利用者の来所及び帰宅時における安全確保
２　不審者情報を得た場合その他緊急時の対応
　(1)　不審者情報がある場合の連絡体制や想定される
　　　　危害等に即した警戒 態勢体制
　(2)　不審者が立ち入った場合の連絡・通報体制や
　　　　職員の協力体制、入所者等への避難誘導等

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について 防犯対策に係る対応を実施していない。
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

就業規則等を作成し、労働基準監督署に届け出ている
か。

就業規則等を作成し、労働基準監督署に届け出ていない。
　→就業規則等を改正していても、未届けであれば口頭指摘事項

就業規則等の内容及び作成手続等は、適切であるか。
就業規則等の内容・作成手続等に不備がある。
（就業規則と実際の労働条件等に差異がある場合を含む。）

就業規則等を労働者に周知しているか。
指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労基法106

就業規則等を労働者に周知していない。

労働者名簿を作成しているか。
指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労基法107、同施行規則53

労働者名簿を作成（更新）していない。

（２）育児・介護
休業規程

育児・介護休業規程を作成し、労働基準監督署に届け出
ているか。

労基法89、90-1、90-2
指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
※育児・介護休業規程は就業規則の一部とみなされる。

・令和元年12月27日 育児・介護休業法施行規則 改正
　＜令和3年1月1日施行＞
　子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に

育児・介護休業規程を作成（更新）して、労働基準監督署に届け出ていな
い。

　→育児・介護休業規程を改正していても、未届けであれば口頭指摘事
項

（３）給与規程 給与規程を作成し、労働基準監督署に届け出ているか。

労基法89、90-1、90-2
指導監査通知第2-2-(1)-ｱ
※給与規程は就業規則の一部とみなされる。

給与規程を作成（更新）して、労働基準監督署に届け出ていない。
（給与規程と実際の賃金等に差異がある場合を含む）
　　→給与規程を改正していても、未届けであれば口頭指摘事項

※月60時間を超える法定時間外労働に対して割増賃金（50%以上）を支
払うよう、22年4月に改正あり（ただし、従業員300人以下の法人について
は、35年3月末まで猶予規定あり）。

（４）労基法36条
協定

時間外・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督
署に届け出ているか。

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労基法36-1

36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ていない。

（５）労基法24条
協定

賃金の一部控除（法定外控除）に関する協定が締結され
ているか。

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労基法24-1

賃金の一部控除に係る協定を締結していない。

　９　職員の労働環境等

（１）就業規則等

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ

労基法89▽
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項
について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならな
い。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

労基法90-1，90-2▽
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場
に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かな
ければならない。
2　使用者は、前項の規定により届出をなすについて、前項の意
見を記した書面を添付しなければならない。
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

 （６）労働条件
の明示

労働契約の締結に際し、労働条件を明示しているか。
指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労基法15-1

労働者に対して労働条件を明示していない。
※非常勤職員と雇用契約書を交わしていない（更新していない）ものを含
む。

 （７）社会保険
の加入

社会保険に加入しているか。

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
健康保険法3、48、及び健康保険法施行規則19、24
厚生年金保険法6、27、及び厚生年金保険法施行規則13
雇用保険法7及び雇用保険法施行規則6
労働者災害補償保険法3

＜非常勤職員の加入要件＞
・健康保険、厚生年金(昭和55年6月6日付厚生省内かん）
　１日または１週の所定労働時間および１か月の所定労働日数
が、当該事業所で同種の業務に従事する通常職員の概ね４分
の３以上
・雇用保険
　①週20時間以上、②31日以上の雇用見込み（22.4.1改正施
行）
・労災保険
　原則として使用されて賃金を支給されている全て

社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）に加入していな
い。

衛生管理者を選任していない。

産業医を選任していない。

衛生委員会を設置していない。

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労働安全衛生法12の2
▽
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、衛生推
進者を選任しなければならない。

衛生推進者を選任していない。

常時従事する職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に健
康診断を実施しているか。

職員の健康診断を実施していない。

深夜業務従事者に対して、当該業務への配置換えの際及
び6か月以内ごとに1回健康診断を実施しているか。

深夜業務従事者について、健康診断を6か月以内ごとに1回実施していな
い。

1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施している
か。
※対象は労働者50人以上の全ての事業場。

労働安全衛生法第66条の10
労働安全衛生規則第52条の９

ストレスチェックを実施していない。

職員が宿直勤務で断続的な業務を行っている場合、労働
基準監督署長の許可を受けているか。

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労基法施行規則23

宿直勤務について、労働基準監督署長の許可を受けていない。

　９　職員の労働環境等　　（前頁から続く）

（８）職員の安全
管理体制

衛生管理者、産業医が選任され、衛生委員会が設置され
ているか。

※対象は労働者50人以上の全ての事業場。

指導監査通知第2-2-(2)-ｱ
労働安全衛生法12､13､18

指導監査通知第2-2-(2)-ｶ

労働安全衛生法66-1
労働安全衛生規則44-1､45-1
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行って
はならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発がなされていない。
※セクシュアルハラスメントは上司及び同僚に限らず、利用者やその家
族等から受けるものも含まれる。

相談窓口、相談窓口担当者を定め、従業者に周知していない。

顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、
事業主が雇用管理上の配慮をしていない。

配置基準どおり職員を配置していない。

職員の配置を明確にしていない。

職員の出勤状況が確認できるよう、記録を残していない。

職員の勤務体制を明確に定めていない。

資格の確認について、証明書を徴するなど、適切に行っていない。

各種休暇の取扱い等を適切に行っていない。

職員の研修等への参加機会を計画的に確保していない。

社会保険に加入していない。

（２）職員処遇の
充実

職員の労働条件等の整備を図っているか。

社福法90-1
社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する
基本的な指針
指導監査通知第2-2-(1)､(2)、(3)、(４)、(5)

（９）職員の就業
環境

ハラスメント対策のための方針が明確になっているか。そ
の他、必要な措置が講じられているか。

施設基準条例9の2
令和３年５月10日社援発0510第６号

　10　職員の確保等

 （１）職員の配
置及び資格

配置基準に基づく必要な職員が確保されているか。
育児休業・産休等の代替職員は確保されているか。
施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事しているか。
施設長（管理者）に適任者が配置されているか。
生活指導員に適任者が配置されているか。
　ア　資格要件を満たしているか。
　イ　専任者が確保されているか。やむなく他の役職を兼
務している場合は、施設の運営管理に支障が生じないよう
な体制がとられているか。

指導監査通知第2-1-(4)､(5)､(6)､(7)、(8)

施設基準条例6､16､25

　９　職員の労働環境等　　（前頁から続く）
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

予定献立を作成しているか。 予定献立を作成していない。

入所者の身体的状況、嗜好、日常の生活状況等に配慮し
た適切な栄養量（提供量）及び内容となっているか。

入所者の身体的状況、嗜好、日常の生活状況等に応じた適切な食事を
提供していない。

（２）嗜好調査等
嗜好調査、残食（菜）調査等が適切になされており、その
結果を献立に反映するなど、工夫をしているか。

指導監査通知第1-1-(3)-ｲ
施設基準条例18、28

嗜好調査又は残食（菜）調査を適切に行っていない。

（３）食事時間
食事の時間は、家庭生活に近い時間となっているか。
(特に夕食時間は早くても17時以降となっているか。)

指導監査通知第1-1-(3)-ｵ
施設基準条例18、28

食事を適切な時間に提供していない。

検食を実施していない。

検食簿の記載に一部不備がある。

保存食を、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容
器（ビニール袋等）に入れ、密封し、-20℃以下で2週間以上保存していな
い。

保存食の実施が、一部基準どおりに行われていない。

（６）調理担当者
の衛生管理

調理従事者の検便、手洗い等、衛生管理を適切に行って
いるか。

指導監査通知第1-1-(3)-ｸ
社会福祉施設等における衛生管理の徹底について
大量調理施設衛生管理マニュアル

調理従事者について、臨時職員を含め月1回以上の検便検査（O157検
査を含む）を実施していない。

害虫駆除を半年に1回以上行っていない。

害虫駆除の実施記録を保管していない。

入所者について、年2回以上の定期健康診断を実施していない。

年2回以上の定期健康診断の実施に漏れがある。

必要な医師を配置し、医師による必要な医学的管理を行っていない。

医師による必要な医学的管理等を十分に行っていない。

入所者に病状の急変が生じた場合等に備えて、速やかに
医療機関に連絡等を行うなどの体制が整っているか。

指導監査通知第1-1-(7)-ｳ 速やかに医療機関に連絡等を行うための体制を整えていない。

（７）害虫駆除 害虫駆除等を定期的に行っているか。

指導監査通知第1-1-(3)-ｷ
施設基準条例20-1、28
社会福祉施設等における衛生管理の徹底について
大量調理施設衛生管理マニュアル

　１２　健康管理

（１）健康管理

入所者について、年2回以上の定期健康診断を実施して
いるか。

指導監査通知第1-1-(7)-ｱ
施設基準条例19、28

必要な医師が配置されているか。また、医師による必要な
医学的管理が行われ、看護師等への指示が適切に行わ
れているか。

指導監査通知第1-1-(7)-ｲ

（４）検食 検食を実施して記録しているか。
指導監査通知第1-1-(3)-ｳ
社会福祉施設等における食品の安全確保等について

（５）保存食 保存食は原材料と調理済を適切に保存しているか。
指導監査通知第1-1-(3)-ｶ
社会福祉施設等における衛生管理の徹底について
大量調理施設衛生管理マニュアル

　11　食事

（１）献立表の作
成、評価

指導監査通知第1-1-(3)-ｱ､ｴ
施設基準条例18、28
健康増進法施行規則9
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

居室の清掃等を適切に行っていない。

居室の清掃等に一部不備が見受けられた。

入所者の入浴又は清しきを適切な方法により行っていない。

入所者の入浴又は清しきが不十分。

衛生的な被服及び寝具の確保に努めているか。 指導監査通知第1-1-(6) 衛生的な被服及び寝具を確保していない。

感染症、食中毒の予防とまん延防止のための対策を検討する委員会を
開催していない。【令和6年3月31日までは努力義務】

感染症、食中毒の予防とまん延防止のための対策を検討する委員会の
結果 内容が職員に周知徹底されていない。【令和6年3月31日までは努力
義務】

感染症、食中毒の予防とまん延防止のための指針を整備していない。
【令和6年3月31日までは努力義務】

職員に対し、感染症、食中毒の予防とまん延防止のための定期的な研
修(年2回以上)を実施していない。【令和6年3月31日までは努力義務】

職員に対し、感染症の予防とまん延防止のための定期的な訓練（年2回
以上）を実施していない。【令和6年3月31日までは努力義務】

ひげそり、くし等、感染症を媒介する可能性のあるものを利用者が共用し
ている。

感染症、非常災害等の発生時において、利用者の処遇を継続的に行う
ため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続
計画）を策定していない。

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない。

職員に対し、業務継続計画に関する周知や、研修及び訓練を定期的に
（年２回以上）実施していない。

業務継続計画の見直しを定期的に行っていない。

（１）業務継続計
画

感染症、非常災害等の発生時に利用者の処遇を継続的
に行い、早期に業務再開を果たすことができるか。
【令和6年3月31日までは努力義務】

施設基準条例9-3
低基準通知

（２）感染症及び
食中毒の予防
及びまん延防止

施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し
ないように・必要な措置を講じているか。

指導監査通知第1-1-(7)-ｱ
施設基準条例20-2、28

低基準通知

　14　業務継続計画

　1３　衛生管理等

（１）衛生管理・
生活環境等の
確保

居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明は
適切になされているか。

指導監査通知第1-2-ｳ
施設基準条例4

入所者の入浴又は清拭は1週間に2回以上適切な方法に
より行っているか。
特に入浴日が行事日、祝日等に当たった場合、代替日を
設けるなどにより入浴等が確保されているか。

指導監査通知第1-1-(4)
施設基準条例21-4、26-2
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な体制を整備してい
ない。

職員に対する研修の実施等、虐待の未然防止に努めていない。

緊急やむを得ない場合以外においても身体的拘束等の実態が認められ
る。

身体拘束等を行った場合の記録を整備していない。

身体拘束を行った場合の記録に不備がある。

家族に身体拘束の説明を行っていない。

身体拘束について、書面により家族の同意を得ていない。

「緊急でやむを得ない場合」に該当する判断を組織的に行っていない。

自立支援のための計画が作成されていない。

自立支援が計画どおりに適切に実施されていない。

施設からの退所が可能な者について、保護の実施機関と
調整の上、他法他施策の活用が検討されているか。

退所が可能な者について、他法他施策の活用が検討されていない。

入所者の個別の状況の変化等について、保護の実施機
関に随時連絡が行われているか。

入所者の個別の状況の変化等について、保護の実施機関に随時連絡が
行われていない。

レクリエーションの実施等が適切になされているか。 レクリエーション行事が実施されていない。

　15　虐待防止

（１）虐待防止
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設
置する等の必要な体制の整備を行うとともに、職員に対
し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

指導監査通知第1-1-(1)-ｴ

　17　自立支援

（１）生活指導等

機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練や作
業は、入所者の状況に即した自立支援のための計画が作
成され適切に実施されているか。

指導監査通知第1-3-(1)、第1-1-(8）

施設基準条例21、26、27

　16　身体拘束

（１）身体拘束

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って
いないか。
また、緊急やむを得ない場合に行われる身体的拘束につ
いては、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。

指導監査通知第1-1-(1)-ｴ

　(1)　やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件
　　　① 切迫性
　　　②非代替性
　　　③一時性
　(2)　やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
　　　①　組織による決定と個別支援計画への記載
　　　②　本人・家族への十分な説明
　　　③　必要な事項の記録
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項 目 着 眼 点 根拠法令等（▽：説明） 指 導 基 準

預り金の取扱いについて、内部牽制が機能する体制となっていない。

「預り金取扱規程」を整備していない。

必要な組織体制（各職員の事務と権限）について明記した「預り金取扱規
程」に基づいた取扱いをしていない。

預り金責任者(施設長等）及び補助者を選定していない。

入所者の通帳と印鑑を、別々に保管していない。

入所者の通帳、印鑑、現金を、安全な方法で保管していない。

預り金の管理、預り金台帳が、個人別となっていない。

通帳等と預り金台帳の金額が一致しない。

使用金額等を証する証憑類(領収書等)を保管していない。

入所者との保管依頼書（契約書)、個人別出納帳等、必要な書類を備え
ていない。

預り金の払い出し時に、利用者から払い出し依頼票及び受領書を徴して
いない。
また、それが利用者の状況により困難な場合、複数職員の立ち合いのも
と、授受が行われていない。

適切な管理が行われていることの確認が、複数の者により常に行える体
制で出納事務を行っていない。

収支残高を定期的に利用者（・家族等）に報告していない。

管理体制や事務の流れ等を検証し、不祥事防止とコンプライアンスの徹
底・向上に向けて取り組んでいない。

（１）預り金の管
理

やむを得ない理由により、施設が入所者の金銭を預かる
場合、取扱いに関する内部規程を作成し、適正な管理を
行っているか。

指導監督徹底通知5-(4)-ｴ

社会福祉施設等における利用者からの預り金について（平成29
年7月18日健監第202号本市通知）

１　預り金の管理が実質的に特定の職員に集中せず、出納事務
が複数の者により常に行える体制となっているか。
2　出納状況につき、その金額を証明する証憑類により適正な
チェックが行われているか。
3　預り金の出納管理方法及び預り金取扱規程について、内部
牽制が機能する体制となるよう、必要に応じて定期的な見直し
が行われているか。
４　施設内部の管理体制や事務の流れ等を検証し、不祥事防
止とコンプライアンスの徹底・向上に向けて取組んでいるか。

（参考）
社会福祉施設等における利用者からの預り金について（平成23
年6月30日県通知）

　18　預り金の管理
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