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2-１ 介護職員の処遇改善、これまでの経緯

2012年▼
（平成24年）

介護職員処遇改善加算の創設／加算Ⅰ～Ⅲの3段階でスタート
加算Ⅰを算定すると、無算定に比べて介護職員1人平均１．５万円（月額）の賃金改善と
なりました

201５年▼
（平成2７年）

加算Ⅰ～Ⅳの4段階になる
加算Ⅰを算定すると、無算定に比べて介護職員1人平均２．７万円（月額）の賃金改善と
なりました

20１７年▼
（平成２９年）

加算Ⅰ～Ⅴの5段階になる
新加算Ⅰを算定すると、無算定に比べて介護職員1人平均3.7万円（月額）の賃金改善
となりました

2019年▼
（令和元年）

特定処遇改善加算の創設（10月）
経験・技能のある介護職員に手厚く処遇することを目的とする

2020年
（令和2年）

処遇改善加算、特定処遇改善加算の2つの加算の申請書類を一本化



2-２ 統合様式の特徴となるキーワード

①一本化 処遇改善加算と特定処遇改善加算の様式を一本化

②自動化 転記・自動計算の箇所が多い。入力する数字が少ない。入力箇所
は色で示す➡ ●共通 ●処遇改善加算 ●特定処遇改善加算

③支援ツール 入力支援の「基本情報入力シート」の導入

④「前年度」 処遇改善の計画は、前年の1年間（1月～12月）の実績値を使う

⑤シンプル 全体としてシンプルになった印象がある

⑥添付なし 根拠となる書類（就業規則、給与規程等）の添付は求められない

⑦保管義務あり 根拠となる書類の保管義務が問われる

⑧給与明細 根拠となる書類に「給与明細」等が新たに加わった



◆指定権者（都道府県）の介護保険事業者向けページからダウンロードする

2-３ 様式をダウンロードする

処遇改善加算_埼玉県_介護 検 索

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/shoguu_tokuteishoguu.html



2-4 統合様式（賃金改善計画書）の作成順

❶基本情報
入力シート
（タテ）

1カ月あたりの
介護報酬総単位数

など

❷別紙様式２－２
（ヨコ）

処遇改善加算の
見込額を計算する

❸別紙様式２－３
（ヨコ）

特定加算の
見込額を計算する

❹別紙様式２－１

（タテ）
・改善後の賃金総額
・加算金配分ルール
・算定要件
・保管書類一覧

提出不要
法人住所等
サービス別一覧
※様式にデータが自動
転記されます 加算の見込額を計算し、加算後の賃金総額を明確にする



2-５ 基本情報入力シートの作成方法

基本情報
入力シート

（タテ）
1カ月あたりの
介護報酬総単位数

など

作成順①

特徴 「基本情報入力シート」は、作成支援ツールで提出不要です。
ここで入力したデータは、提出する様式2-1、2-2、2-3に転記されます。
自動計算で算出する「処遇改善加算額（見込額）」の根拠となります。
重要なデータの入力ミスを防ぐためのシートであると理解できます。
このシートで最も重要なのは、

1カ月あたりの介護報酬総単位数です。

（１） ▶提出先に関する情報
複数の提出先がある場合は、ここを空白にしておくとよいでしょう。
（様式2-1、2-2、2-3を印刷した後に手書きで書くとよい）

（２） ▶基本情報
法人名／法人住所／法人代表者／書類作成担当者／連絡先

（３） ▶加算対象事業所に関する情報
介護保険事業所番号／指定権者名／事業所の所在地（都道府県及び市区町
村／事業所名／サービス名(プルダウンメニューから選ぶ）
一月あたり介護報酬総単位数(a)／1単位あたりの単価(円）（b)



２．基本情報

３．加算対象事業所
に関する情報

2-6 基本情報入力シート

法人名、住所、代表者名、
書類作成担当者、連絡先
などを記入します

1月あたり介護報酬総単位数
が最も重要な数字です！



●介護報酬総単位数を前年の1月～12月分について集計し、平均値を求めます。

●前年の事業期間が12カ月に満たない場合は、その事業期間の平均値を用います。

●新規開業の場合は、利用者定員数等を基にした予算値でOKです。

2-７ 1月あたり介護報酬総単位数の集計方法

訪問介護 ●●市総合事業 ●●市総合事業

1月

2月

3月

4月

5月

合計

平均

Excelで左のような表を作成し、
合計および平均のところに関数を
設定しておくと楽です！

サービス別に前年度の1月～12月
分の介護報酬総単位数を記入し、
合計額から平均額を求めます。



2-８ 様式2-２の作成方法

作成順② 特徴 処遇改善加算の加算額（見込額）をサービス別に自動計算し、
すべてのサービスの合計額を自動計算するためのシートです

転記 基本情報入力シートで入力したデータのうち下記のものが自動転記
されます。
介護保険事業所番号／指定権者名／事業所の所在地（都道府県及び
市区町村／事業所名／サービス名／一月あたり介護報酬総単位数
（a)／1単位あたりの単価(b)／左上の法人名

❷別紙様式２－２
（ヨコ）

処遇改善加算の
見込額を計算する

入力①➡ 「新規・継続の別」及び「算定する介護職員処遇改善加算の区分」を
プルダウンメニューの中から選びます

自動入力① 「加算率」が自動入力されます（ｃ）

入力②➡ 「算定対象月」を入力します

自動入力② （ カ月）（d)の部分及び(a)×（ｂ）×（ｃ）×（ｄ）が自動計算されます

自動入力③ 左上の「介護職員処遇改善加算額（見込額）の合計［円］」が自動計算されます



色がついている箇所に順番に入力します

❶新規・継続の別 プルダウンメニューから選びます

❷算定する加算
の区分

プルダウンメニューから選びます
➡加算率（ｃ）が自動入力されます

❸算定対象月 算定対象月の起点と終点を記入します
➡算定対象月数（ｄ）が自動入力されます

2-９ 様式2-2

❹加算の見込額（a×b×c×d）が
自動計算されます
❺すべてのサービスの加算の
見込額の合計が自動計算されます

❺

❹

❶ ❷
❸



a
1月あたり介護報酬
総単位数（単位）

b
1単位あたりの単価
（円）

c 加算率

d 算定対象月数

2-10 1月あたり介護報酬総単位数から
加算金見込額が自動計算される

サービス毎に
a×ｂ×ｃ×ｄが
自動計算される

全サービスの合計値
が自動計算される

処遇改善加算は様式2-2

特定加算は様式2-３
a×ｂ×e×ｆ



2-11 様式2-3の作成方法

作成順③
特徴 特定加算の加算額（見込額）をサービス別に自動計算し、

すべてのサービスの合計額を自動計算するためのシートです

転記 基本情報入力シートで入力したデータのうち下記のものが自動転記
されます。
介護保険事業所番号／指定権者名／事業所の所在地（都道府県及び
市区町村／事業所名／サービス名／一月あたり介護報酬総単位数
（a)／1単位あたりの単価(b)／左上の法人名

❸別紙様式２－3
（ヨコ）

特定加算の
見込額を計算する

入力①➡ 「新規・継続の別」及び「算定する介護職員処遇改善加算の区分」を
プルダウンメニューの中から選びます

自動入力① 「加算率」が自動入力されます（e）

入力②➡ 「介護福祉士配置等要件」及び「算定対象月」を入力します

自動入力② （ カ月）（ｆ)の部分及び(a)×（ｂ）×（e）×（f）が自動計算されます

自動入力③ 左上の「介護職員等特定処遇改善加算額（見込額）の合計［円］」が自動計算さ
れます



2-１２ 様式2-３

色がついている箇所に順番に入力します

❶新規・継続の別 プルダウンメニューから選びます

❷算定する加算
の区分

プルダウンメニューから選びます
➡加算率（e）が自動入力されます

❸介護福祉士配置
等要件

プルダウンメニューの中から選びます
※加算Ⅱは「いずれも取得していない」

❹算定対象月 算定対象月の起点と終点を記入します
➡算定対象月数（f）が自動入力されます

❺加算の見込額（a×b×e×f）が
自動計算されます
❻すべてのサービスの加算の
見込額の合計が自動計算されます

❻

❺

❶ ❷

❸ ❹



2-１３ 様式2-1の作成方法

作成順④
特徴 様式2-2および2-3で求めた加算金見込額をもとにして、改善後の賃金

総額を計算することが第1の目的です。その他、分配ルール、処遇改善加
算のキャリアパス要件、職場環境等要件、見える化要件、保管書類と誓約
に関する記入欄があります。

（１） ▶基本情報
自動転記されます。本書で提出する加算にチェックを入れます。

（２） ▶賃金改善計画について＜共通＞
①処遇改善加算の賃金改善計画、②特定加算の賃金改善計画、③賃金改
善を行う賃金項目及び方法

（３） ▶キャリアパス要件について＜処遇改善加算＞

（４） ▶職場環境等要件について＜共通＞

(5) ▶見える化要件について＜特定加算＞

保管書類☑及び誓約

❹別紙様式２－１
（タテ）

・改善後の賃金総額
・加算金配分ルール
・算定要件
・保管書類一覧



2-1４ 賃金改善計画の作成順

① 自動転記されます➡
② この順番で入力します➡❶➡❷➡❸➡❹
③ 自動計算されます➡
④ ❺のデータを入力します
⑤ 自動計算されます➡

A B

❹

❷

❸

❶

❺
C

D

A B

C

D

❶～❺については
後述します



●処遇改善加算の賃金改善計画では、介護職員全員の賃金総額（前年の1月～12月の合計）を用います。

●特定加算の賃金改善計画では、①経験・技能のある介護職員、②他の介護職員、③その他の職種のグ
ループ毎の賃金総額（前年の1月～12月の合計）を用います。設定・分配しない場合は「０円」とします。

●処遇改善加算の実績報告に、グループ毎の賃金総額（前年の1月～12月の合計）を用いるので、賃金
総額はグループ毎に集計しておくとよいでしょう。

2-1５ 賃金総額はグループ別に集計しておく

①経験・技能のあ
る介護職員(a)

②他の介護職員
(b)

③その他の職種
(c)

(a)＋(b) (a)＋(b)＋⒞

1月

2月

3月

合計

処遇改善加算の計画で使用 特定加算の計算で使用

Excelの関数で自動
計算するように設定

Excelの関数で自動計算するように設定



１） (イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額」及び

(ウ)の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、

都道府県国民健康保険団体連合会から通知される

「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載します。

２）処遇改善加算の賃金改善計画については、

特定加算の総額でその他の職種に支払われた分を除きます。

３）1月～12月の処遇改善加算、特定加算別に一覧表にし、特定加算は

①経験・技能のある介護職員、②他の介護職員、③その他の職種の

グループ別に支払った金額を分けて管理するとよいでしょう。

２-１６ 1月～12月の加算金を月次管理する



①サービス提供月
の翌月が
②請求・審査で、
その翌月が
③受給という順序
になります。

（例）
10月サービス提供
11月審査
12月受給（入金）

2-１７ 「加算総額のお知らせ」



●賃金改善計画書の１つのゴールが、「賃金改善見込額」の算出です。

●処遇改善加算、特定加算別に「賃金改善見込額」を計算します。

２-１８ 賃金改善見込額の計算方法

加算見込額
賃金総額の
基準額 α

賃金改善
見込額

前年の1月～12月の賃金総額から①②③を引きます。
①前年度の処遇改善加算の加算の総額
②前年度の特定加算の総額(※)
③事業者等の独自の賃金改善額

①加算金にかかる法定福利費
②端数を丸めるための調整
③法人独自の賃金改善額
以上のいずれかまたは複数の組合せ

※処遇改善加算の賃金改善計画においては、②からその他の職種に支払われた額を除きます。



２-１９ 賃金改善実施期間の考え方

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月数

12カ月

12カ月

12カ月

12カ月

12カ月

12カ月

12カ月

サービス提供期間（加算算定期間）

国保連 総額のお知らせ（請求・審査）

介護報酬加算 受給月（入金月）

パターン１ 賃金改善実施期間

パターン２ 賃金改善実施期間

パターン３ 賃金改善実施期間

パターン４ 賃金改善実施期間

①サービス提供月、②加算を含む介護報酬の請求月、③加算を含む介護報酬の受給月（入金がある月）は、1カ月ず
つずれます。例えば、4月分の介護報酬は5月に請求し、6月に入金があります。
賃金改善実施期間は、①と同じにする、②と同じにする、③と同じにする、③から1カ月遅らすの４つのパターンから
選べます。多くの介護事業所は「パターン３」を選んでいます。



２-２０ 特定加算の分配ルール(令和2年度）

■経験・技能のある介護職員( A )  ■他の介護職員( B ) ■その他の職種( C ) の3グループ
について、配分方法を次の５つのパターンの中から選びます。

Aのみ AとBが2:1 AとBとCが
2:1:0.5

その他
（Bのみ）

その他
（BとCが2:1）

all

１

２ ２

１

all ２

１

0.5

①Aのみ、②AとB、③AとBとCのいずれかを選ぶ場合は、平均賃金改善額は自動計算されます。
その他を選ぶ場合は、手計算で金額を計算して記入します。
以上のルールは、令和3年度から変更になる可能性があります。



２-２１ 「440万円ルール」の考え方

●経験・技能のある介護職員のグループを設定した場合、原則としてその中の1人以上
が「月額8万円（法定福利費含む）の昇給」または「昇給後の年収440万円」という条件
を満たさねばならない

●ただし、下記の要件に当てはある場合はその限りではない

□小規模事業所等で加算額全体が少額であるため
□職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均８万円等まで賃金を引き上げるこ
とが困難であるため
□月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層
や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化することが必要であり、規程の
整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため



▼特定加算のグループ別平均賃金改善額を求める際には、常勤換算人数
（1年間の合計および1月あたりの平均値）が必要です。

▼常勤換算人数は次のようにして算出します。

２-２２ 常勤換算人数の考え方

常勤の従業者が勤務すべ
き時間数／週

事業所の従業者の勤務延
べ時間数／週

計算式 考え方

事業所の従業者の勤務延べ時間数
を、当該事業所における常勤の従業
者が勤務すべき時間数（週32時間
を下回る場合は32時間を基本とす
る）で除することにより、当該事業
所の従業者の員数を、常勤の従業
者の員数に換算する方法

常勤の従業者が勤務すべき時間数
＝週40時間とすると
①週40時間勤務1名のみの事業所
の場合は、常勤換算１
②週40時間勤務1名、週30時間勤
務1名で合計2名の事業所の場合
（40＋30）÷40＝1.75
端数処理後、常勤換算1.7名

算出例



●訪問介護、通所介護、

介護老人福祉施設、

小規模多機能居宅介護

の4種類のサービス及び

施設に関し、「従業者の

勤務体制及び勤務形態

一覧表」が標準化されま

す。このExcelシートを

用いると、常勤換算人数

を自動計算できます。

２-２３ 勤務体制及び勤務形態一覧表を使う



基本給 基本給の昇給分

手当（新設） 手当を新設する

手当（増額） 既存の手当を増額する

賞与 賞与に上乗せする（または全額）

その他 賞与以外の一時金を規定して支給する
例：期末手当、調整手当

２-２４ 賃金改善を行う給与の種類

◎よくある手当の例

処遇改善手当／資格手当／役職手当／精勤手当／
業績手当／移動手当／日直手当／リーダー手当／
夜勤特別手当（上乗せ分）／
専門職手当（特定加算・他の職種）

✖賃金改善として認められない例

・通勤手当や住宅手当などの福利厚生
・時間外手当、休日手当、夜勤手当（深夜勤務手当）
・各種研修に係る参加費、教材費、交通費等
・各種資格取得に要する費用
・退職手当、退職金の積立、退職手当共済制度の掛金
・健康診断費用
・物品購入費用
・慰安旅行の費用負担
・図書カード、商品券等の支給

「賃金改善実施期間」の末月に加算金の残金を全て
支給する一時金を、「期末手当」「調整手当」等の名目
で設けておくと便利です。



処遇改善加算

の加算金

変動費
基本給の昇給分

一時金（賞与）

固定費 月手当（定額）

２-２５ 分配は固定費と変動費に分けて考える

加算金は介護報酬
に応じて増減する

（変動費）

昇給分は累積するので、
いずれ加算金が消滅する

業績目標達成度評価に応じて金額
を決定すると合理的である

資格手当等の定額のものを月手当とする。
業績に連動する手当は貯めておいて一時金と
して年２～3回に分けて分配するとよい



基本給の例 介護職員の基本給の引き上げ（引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮
して各人ごとに決定）
＜基本給＞
月給／○○○○～○○○○円の増額
時間給／○○○～○○○円の増額

手当の例 以下の手当は処遇改善加算を原資として支給する。
・資格手当／介護福祉士10,000円、社会福祉主事任用資格8,000円、実務者研修修了
5,000円
・処遇改善手当（業績評価に基づき月額3,000円～10,000円を支給）
・移動手当（1日2件以上の訪問につき、1移動あたり５５０円
・送迎手当（１回あたり５００円）
・日直手当（１回あたり2,000円）

賞与・一時
金の例

・年2回の一時金について、処遇改善加算を原資として5月と12月に支給する。
金額は、業績評価に基づき個別に決定する。

２-2６ 「賃金改善に関する規定内容」の書き方例



●「経験・技能のある介護職員」は、法人（事業所）で任意に定義できます。

●介護福祉士資格は必須で、経験または勤続の年数等については必ずしも10
年でなくてもOKです。

２-２７ 「経験・技能のある介護職員」の考え方

介護福祉士＋

経験10年

勤続10年

キャリアパス〇等級

リーダー級以上

必ずしも10年で
なくてもOK！

必須 任意



●加算金を原資とする賃金改善だけでなく、独自の賃金改善を行った場合、その具体
的な取組内容と算定根拠を記入します。

＜取組内容の例＞

・定期昇給（ベースアップ）

・ポストの新設または空席だったポストが充足された場合

・最低賃金の引き上げに伴う昇給

・業績に応じた成果給の支給

＜算定根拠＞

・定期昇給のルール

・昇格及び役職手当のルール

・業績評価と成果給（業績手当）のルール

２-２８ 「独自の賃金改善額」を計上する場合



２-２９ キャリアパス要件Ⅰの該当・非該当

該当・非該当をチェックするだけ。
キャリアパス等の根拠規定の添付は不要になりました。
※ただし保管義務あり

様式2-1



「該当」とする場合は、以下の要件を満たすことが必要です。

２-３０ キャリアパス要件Ⅱの該当・非該当

【資質向上の目標】▼
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意
見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関
する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修
の機会を確保している。

設定した目標
についての記
録を保管する

▼「〇〇の能力を〇〇のレベルに高
める」といった具体的な達成目標を
立てる。

【研修・技術指導と能力評価】▼
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提
供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員
の能力評価を行う。

どちらか１つ
もしくは両方
にチェックを
入れ、取組の
内容について
具体的に記入
する。

▼研修及び技術指導の実施日、科
目、概要について記入する。
▼能力評価の方法、時期、処遇への
反映の有無等を記入する。

【資格取得支援】▼
資格取得のための支援の実施

▼介護福祉士取得や実務者研修受
講にかかる費用の全額または一部
負担、研修を受講しやすいようにシ
フト調整するなど。



２-３１ キャリアパス要件Ⅲの該当・非該当

上記の①～③の中で該当するものを選んで☑をつけます。クリックするとチェックが入ります。
１つまたは２つ。３つ全部☑にしてもOKです。



資質の向上 □働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門
性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提
供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介
護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む）

労働環境・
処遇の改善

□事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

その他 □介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

２-３２ 職場環境等要件について

●以下の3区分について、1項目以上にチェック（平成20年10月から現在までに実施）します。
●とくに「取り組みやすい」ものは下記の3項目でしょう。
●実施したことを証明する書類（規程、周知資料、マニュアル等）が必要です。



２-３３ 「見える化要件」について

「見える化要件」については、ホームページへの掲載か、
その他の方法による掲示等かを選べます。



２-３４ 「確認項目」と「誓約」

●全ての項目にチェックし、証
明する資料を取りそろえます。
●「給与明細」が入っている点
に着目してください。

●「証明する資料」は適切に保
管し、指定権者からの求めが
あれば提出します。
●虚偽記載や不正は、介護報
酬の返還や指定取消となる場
合があります。

様式2-1



処遇改善加算の「計画書」（総括表）の最後には「誓約」の欄があります。何を「誓約」す
るかというと、

その上には、次のような注意書きがあります。

２-３５ 「誓約」の重み

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、
記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。

※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※本表への虚偽記載の他、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善
加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場
合がある。



確認項目 保管書類

１ 賃金ルール（賃金体系） ●就業規則・賃金規程
●キャリアパスの表（任用要件、賃金体系、昇格昇給要件）

２ 職員への給付の実績 ●給与明細（賃金台帳） ※加算金を原資とする手当・一
時金の名目・金額・支給時期が分かるようにする

３ 加算対象の職員の常勤換算人数 ●勤務体制表 ※標準様式を使用

４ 経験・技能のある介護職員 ●介護福祉士登録証の写し

５ 資質向上の目標（キャリアパス要件Ⅱ） ●資質向上の目標 ※研修計画と合わせて記載したもの
を全体及び個人別の二種で管理するとよい

６ 労働保険料の納付に関する書類 ●労働保険関係成立届、確定保険料申告書

7 全ての職員に周知する文書 ●周知文書（キャリアパス、定期昇給のルール及び就業規
則・賃金規程のうち賃金改善計画に係る部分の抜粋等）
●会議録（説明会を実施した場合）

２-３６ 保管義務のある根拠規定



帳票の種類 内容 整合性

1 介護報酬総単位数 サービス別に記録し、1年間の合計
と1月あたりの平均値を出す

国保連「介護職員処遇
改善加算総額のお知
らせ」から転記する

2 処遇改善加算、特定加算の金額 月別、サービス別、指定権者の実績

3 グループ別賃金総額 ①経験・技能のある介護職員、②他
の介護職員、③その他の職種

賃金総額、処遇改善加
算、特定加算を明記
下記４との整合性

4 個人別加算金支給状況 加算支給対象の職員への支給状況
基本給／月手当／一時金

上記３との整合性
下記５との整合性

5 加算金支給総額及び残金 加算金全額を期末までに計画的に
支給するための残金管理

上記４との整合性

２-３７ 「加算金会計」を管理するための帳票



２-３８ ポイントは①賃金ルール、②支給実績、③育成支援

管理・保管

❶賃金ルール

❷支給実績

❸育成支援

周知文書

❶にはキャリアパス要件Ⅰの賃金体系、キャリアパス要件Ⅲの定
期昇給ルールが含まれます。
❸にはキャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標、研修計画書が含ま
れます。



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

必要な保管書類
（根拠規定）

・キャリアパスの表
（任用要件と賃金体系）

・資質向上の目標
・資格取得支援策
・研修計画と評価

・定期昇給のルール

処遇改善加算Ⅰ ● ● ●

処遇改善加算Ⅱ ● ● ✖

処遇改善加算Ⅲ どちらか１つ● ✖

処遇改善加算
共通して必要な保管書類

・賃金ルール（加算金分配ルール）
・支給実績（加算金支給実績、賃金総額）

特定処遇改善加算
共通して必要な保管書類

・賃金ルール（グループ別加算金分配ルール）
・支給実績（グループ別支給実績、グループ別賃金総額）

２-３９ 加算別（算定要件別）に見た保管書類

必要な保管書類は、①キャリアパス要件の根拠規定と②賃金ルール及び支給実績の2系統あると考えることがで
きます。特定加算を算定する場合は、グループ別の分配ルールと支給実績が別途、必要になります。
また、これとは別に職場環境等要件を満たす根拠規定も必要になります。



「経験・技能のある介護職員」グループの中から（法人の事業所毎に）最低1名は月額8万円以上の昇給ま
たは昇給後年収440万円以上になるようにするという基準があります。これに対応するには「勤続（経
験）〇年で年収440万円」となる賃金体系が求められます。期限（年数）は10年前後が妥当でしょう。

２-４０ 「勤続10年で年収440万円」の賃金体系

等級 ①エントリー
無資格未経験者

②ジュニア
常勤・非常勤
経験1年以上

③ミドル
サブリーダー
経験3年以上

④シニア
リーダー
経験5年以上

⑤管理者補佐
主任、係長
経験7年以上

⑥管理者
経験10年以上

年収 2,040,000円以上 2,256,000円以上 2,736,000円以上 3,432,000円以上 4,128,000円以上 4,632,000円以上

基本給 168,000円以上 176,000円以上 208,000円以上 256,000円以上 304,000円以上 336,000円以上

時給換算 1,050円以上 1,100円以上 1,300円以上 1,600円以上 1,900円以上 2,100円以上

手当 精勤手当 資格手当 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ手当 リーダー手当
業績手当

補佐手当
業績手当

管理者手当
業績手当

基本給＋手当 基本給＋手当 基本給＋手当
基本給＋手当 基本給＋手当 基本給＋手当

昇給幅
昇給幅

昇給幅
昇給幅 昇給幅

昇給幅



等級 ①エントリー
無資格未経験者

②ジュニア
常勤・非常勤
経験1年以上
初任者研修以上

③ミドル
サブリーダー
経験3年以上
実務者研修以上

④シニア
リーダー
経験5年以上
介護福祉士

⑤管理者補佐
主任、係長
経験7年以上
介護福祉士

⑥管理者

経験10年以上
介護福祉士

年収 2,040,000円以上 2,256,000円以上 2,736,000円以上 3,432,000円以上 4,128,000円以上 4,632,000円以上

一時金 評価に応じて年2回（5月、12月）支給

基本給
昇給幅

160,000円以上
昇給なし

176,000円以上

2,000円
208,000円以上

3,000円
256,000円以上

4,000円
304,000円以上

5,000円
336,000円以上

5,000円

手当 精勤手当
10,000円 資格手当

介護福祉士
10,000円
社会福祉主事
7,000円
実務者研修
5,000円
初任者研修
2,000円

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ手当
15,000円

リーダー手当
20,000円

業績手当

補佐手当
３0,000円

管理者手当
40,000円

２-４１ キャリアパスに対応した賃金表の例

業績目標の達成度に応じて支給



1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級

初期値（０号俸） 160,000 176,000 208,000 256,000 304,000 336,000

ピッチ ０ 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000

1号俸 178,000 211,000 260,000 309,000 341,000

2号俸 180,000 214,000 264,000 314,000 346,000

3号俸 182,000 217,000 268,000 319,000 351,000

4号俸 184,000 220,000 272,000 324,000 356,000

5号俸 186,000 223,000 276,000 329,000 361,000

6号俸 188,000 226,000 280,000 334,000 376,000

7号俸 190,000 229,000 284,000 339,000 381,000

8号俸 192,000 232,000 288,000 344,000 386,000

２-４２ 基本給賃金表（俸給表）の例

埼玉県の最低賃金は、92８円です（令和2年10月1日～）
基本給は、（最低賃金以上）×所定労働時間（8時間）×月間所定労働日（22日）を基準に計算するとよいでしょう。
等級別に初期値及びピッチを設定し、初期値＋ピッチ×〇号俸で各号俸の金額を決定します。



２-４３ 賃金の構造

月間の賃金総額が減らない範囲で、賃金の構造を変え
ることができます。

①調整手当➡初任給の調整等

②業績手当➡等級内での昇給等

③勤続手当➡3年未満〇〇円、3年以上5年以下〇〇円

④役職手当➡リーダー、主任等

⑤職務手当➡サ責、生活相談員等

⑥資格手当➡介護福祉士等

⑦基本給➡等級別に一定にすることも可能

（昇格＝昇級して初めて昇給する）

※賞与は基本給×〇カ月＋成果給とすることが可能
❼基本給

❻資格手当

❺職務手当

❹役職手当

❷業績手当

❸勤続手当

①調整手当



２-４４ 特定加算に向く分配方法

●経験・技能のある介護職員に手厚く分配することを主旨としているの
で、役職手当、資格手当、勤続手当、成果給（実績や評価に基づく歩合給）
などが向いている

●加算金見込額の範囲内で、手当を支給した後の残金を成果給として評
価や勤続年数等に応じて按分するという考え方が良い

●手当の構成比を大きくすると、介護報酬が下がったときに加算金が少
なくなり、払いきれなくなるリスクがあるので少額にする（50％未満）



賃金規程の中に「処遇改善加算及び特定改善加算を原資とする昇給・手
当・一時金」といった項目を設ける。

【記載例】

・基本給の昇給部分については、加算金を原資とする。金額は、キャリアパスの等級別
賃金表に基づく。

・月々決まって支給する手当のうち、加算金を原資とするものの支給要件、金額は下記
のとおり。

・資格手当／介護福祉士月額10,000円／ただし複数の資格を保有する場合は、資格
手当のうち最高額のものを支給する。

・加算金を原資とする一時金は、各自の評価（業績評価）に応じて金額を決定し、5月と
12月の年2回支給する。

２-４５ 分配ルールの記載方法



明細書の発行

●処遇改善加算が原資となって

いる手当・一時金を個別に明示

●従業員に支給の内容・内訳を

理解してもらう

台帳の管理
●加算金の支給実績を管理する

●実績報告の根拠として管理する

２-４６ 明細書の発行と台帳の管理

職
員
へ
の
給
付
の
実
績
を
示
す
書
類



20XX年〇月 給与明細書 （職員の氏名） 〇〇 〇〇 様

20XX年〇月〇日支給 （法人名） （株）〇〇〇〇〇

勤
務
労働日数 欠勤日数 有休日数

00日 00日 00日

支
給

基本給 役職手当★ 資格手当★ 時間外手当 処遇改善手当★

000000円 00000円 00000円 00000円 00000円

通勤費 福利厚生費 支給額合

00000円 00000円 000000円

控
除

健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 社会保険計

00000円 00000円 00000円 00000円 00000円

所得税 住民税 控除計

00000円 00000円 00000円

差引支給額 000000円

２-４７ 明細書に加算金を原資とすることを明示

手当に印をつけたり、
名目を工夫すること
で、それが加算金を
原資とするものであ
ることが分かるよう
にする。



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計

賃金総額

基本給

昇給分

手当①

手当②

一時金

加算小計(a)

特定加算小計(b)

法定福利費（a)

法定福利費(b)

２-４８ 賃金台帳の例（月次・年次管理）

賃金改善計画期間（12カ月）で管理します。加算の種類別に月間の小計、年間の合計を求められるようにし
ます。ExcelのSUM関数等を使うと便利です。

月費目



ご清聴ありがとうございました。
公益財団法人 介護労働安定センター埼玉支部


