
令和４年度
介護保険事業所集団指導

（介護職員処遇改善加算等について）

宮崎県長寿介護課



加算の種類



「介護職員」とは・・・

勤務表上もしくは雇用契約書上で「介護職員」
として勤務、契約している職員のこと。

※勤務表上、看護師専従だが介護職の手伝いをしている

だけでは処遇改善加算は分配できないので注意

《目的》
「介護職員」の賃金改善

とは①



とは②

基本給 処遇改善加算
毎月の手当、賞与等



とは③－１

キャリアパス要件

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

の整備）

キャリアパス
要件Ⅱ

（資質向上のための計画を
策定して、研修の実施また
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）

加算の区分
加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ



とは③－２

キャリアパス要件Ⅰ の例

職位 職務の等級分類基準 経験 基本給(円)

施設長 施設の長として、施設の業務を統括する職務 15年 270,000円

事務長 事務長として施設長を補佐し、施設の業務を指揮監督する職務 10年 240,000円

主任 主任として業務を指揮監督する業務 5年 190,000円

経験職 一般的指揮監督を受け、困難な業務を行う職務 3年 170,000円

一般職 一般的指揮監督を受け、業務を行う職務 1年 150,000円

就業規則に明示し、全職員に周知



とは③－３

キャリアパス要件Ⅱ の例

月 研修内容 講師

４月 感染予防研修 看護師
５月 バイタルサインズ 看護師
６月 お薬について 看護師
７月 普通救命講習 消防署
８月 報告・連絡・相談の連携 代表
９月 食事について 介護福祉士
10月 認知症基礎 代表
11月 更衣介助・ベッドメーキング 代表
12月 口腔ケア 歯科医
１月 防災訓練 消防署
２月 安全運転研修 警察
３月 ケース検討研修 代表

事業所内研修 資格取得のための支援

• 勤務シフトの調整

• 代休等の付与

• 費用援助

資格研修受講のために実施
ど
ち
ら
か
で
良
い



とは③－４

キャリアパス要件Ⅲ の例

経験 資格 評価

職位 勤続年数 月給

施設長 15年以上 35万

主任 8年以上 28万

一般職員 5年未満 25万

職位 資格 月額手当

施設長介護福祉士 1万円

主任 実務者 5,000円

一般職員初任者 1,000円

職位 人事評価 月額手当

施設長 A以上 5,000円

主任 A以上 5,000円

一般職員 A以上 5,000円

or or



とは④

職場環境等要件

入職促進に向けた取組

両立支援・多様な働き方の
推進

腰痛を含む心身の健康管理

やりがい・働きがいの醸成

資質の向上やキャリアアッ
プに向けた支援

生産性向上のための業務改
善の取組



取得要件まとめ

キャリアパス
要件Ⅰ

キャリアパス
要件Ⅱ

キャリアパス
要件Ⅲ 職場環境要件

加算Ⅰ ○ ○ ○ ○ 1/6以上

加算Ⅱ ○ ○ ー ○ 1/6以上

加算Ⅲ △
（△は、いずれか）

△
（△は、いずれか）

ー ○ 1/6以上



加算の種類



とは①

•「介護職員」を
「A：経験技能のある介護職員」

「B：他の介護職員」

•「介護職員以外」を
「C：他の職種」にグループ分け

《目的》

経験技能のある介護職員の更なる処遇改善

＋ 介護職員以外への処遇改善



基本給 処遇改善加算

毎月の手当、賞与等

特定処遇改善加算

毎月の手当、賞与等

とは②



処遇改善加算要件

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること

ホームページ等で掲載していること。
又は、介護サービス情報公表システムで公表

見える化要件

特定加算の区分
特定Ⅰ 特定Ⅱ

とは③



職場環境等要件

入職促進に向けた取組

両立支援・多様な働き方の
推進

腰痛を含む心身の健康管理

やりがい・働きがいの醸成

資質の向上やキャリアアッ
プに向けた支援

生産性向上のための業務改
善の取組

とは③



Ａ ＞ Ｂ
「B：他の介護職員」

Ｂ ： Ｃ

（１ ：0.5以下）

＝

「A：経験技能のある介護職員」

「C：他の職種」



例）特定処遇改善加算の賃金改善額が「60万円」とする。

10人の従業員 実人数 常勤換算人数

「A：経験技能のある介護職員」：２名 ⇒ ２名

「B：他の介護職員」 ：７名 ⇒ ３名

「C：他の職種」 ：１名 ⇒ １名

計10名 計６名

まずは常勤換算



例） Ａ＞Ｂ、Ｂ：Ｃ＝１：0.5で配分する

ここでは Ａ：Ｂ：Ｃ＝２:１:0.5 で配分を想定

改善額:60万円 常勤換算人数 子数

「A：経験技能のある介護職員」：２名 × 2.0 ＝4.0

「B：他の介護職員」 ：３名 × 1.0 ＝3.0

「C：他の職種」 ：１名 × 0.5 ＝0.5

計６名 母数＝7.5

A:60万×4.0／7.5＝320,000円

B:60万×3.0／7.5＝240,000円 グループ毎に実人数で配分

C:60万×0.5／7.5＝ 40,000円

配分比率により正しい配分



取得要件まとめ

処遇改善加算
の取得 職場環境要件 見える化要件 介護福祉士の

配置要件

特定加算
Ⅰ ○ ○ 6/6 ○ ○

特定加算
Ⅱ ○ ○ 6/6 ○ ー

・「経験技能のある介護職員」の定義を設けること。
・「経験技能のある介護職員」の内、月額賃金改善額が8万円以上もしくは年額440万円以上の職員を設
置すること。できない場合は、できない理由を明確にすること。

・年額440万円を上回る「その他の職種」は改善対象にできず、改善により440万円を上回る配分もでき
ない。

・A＞B、B:C＝１：0.5 の配分率を守ること。



加算の種類



とは①

「処遇改善支援補助金」との違い

・対象職員及び要件は同じ

・対象月：支援補助金（令和4年2月～9月）

ベースアップ等加算（令和4年10月～）

・負 担：支援補助金（補助金なので利用者負担なし）

ベースアップ等加算（利用者負担あり）

《目的》

介護職員等の毎月の賃金の引き上げ

←説明と同意が必要



基本給 処遇改善加算
毎月の手当、賞与等

特定処遇改善加算

毎月の手当、賞与等

ベースアップ等支援加算

基本給の引き上げ、毎月の手当

とは②



処遇改善加算要件

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること

賃金改善額の内２／３以上はベースアップ(毎月の手当
等)に充てること

ベースアップ要件

とは③



•「介護職員」及び「その他の職種」のどちらにも配分が可能
•それぞれの職種で改善額の内、２／３以上は毎月支払う手当等
に充てる

•配分比率設定は無い

例）ベースアップ等支援加算の加算額：14万円

事業所負担を含めた賃金改善額 ：15万円

15万円の２／３の額、少なくとも10万円はその月の内に支払い、
残り5万円は別の月の一時金で支払う。



賃金改善の際、気をつけるべきこと

1. 最低賃金を満たすための賃上げには使えない

2. 福利厚生比は２／３の部分に含むことはできない



•処遇改善加算等がもらえていない。

•加算配分に不満がある。

•処遇の賃金改善をもらっても基本給や他手当を下げられて
プラスマイナスゼロにされる。

処遇改善加算等に関する県に寄せられる声



確認しなければならない共通事項①

全職員に 文書で わかりやすく



確認しなければならない共通事項②

基本給
加算額は

上下してよい
特別な事情



確認しなければならない共通事項③

5月～4月 6月～5月 7月～6月4月～3月



確認しなければならない共通事項④

対象サービス
と兼務ならOK

十分な説明



確認しなければならない共通事項⑤

役員報酬は
賃金ではない

十分な説明



1.周知の徹底

2.賃金の水準を下げない

3.賃金改善実施期間の把握

4.住宅型有料老人ホームは対象外

5.代表者、役員は原則対象外



最後に御案内



処遇改善加算・特定処遇改善加算の

ランクアップ＆新規取得のサポートを実施

個別訪問の実施

委託先

介護労働安定センター宮崎支部





御静聴
ありがとうございました


