
実は簡単！特定事業所加算の獲得を実現
実地指導対策まで対応！

株式会社ナッセ
大阪府西区阿波座２丁目１番１号
大阪本町西第一ビル ７階

TEL：０６-６５３５-９２５8

個別研修計画が
立てれない･･･ 忙しくて

運用できない！

今使っている
介護ソフトに

指示報告の機能がない！

特定事業所加算
とは･･･？

売上の5％～20％の加算が取得できる

人材要件 ＋ 体制要件 を満たすと

質の高いサービスを行なう事業所を評価し、人材確保や活動をしやすくするための制度。

特定事業所加算を取得すると、サービス単位に5~20％（取得加算分）が加算されます。

⚠ご注意ください⚠

●利用限度額(単位数)を既にいっぱいで組まれている場合は、サービス回数・内容の調整が必要に
なるか、利用者様の自己負担が発生致しますのでご注意ください。
※住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の場合は、利用限度額(単位数)が上限
いっぱいまで組まれている場合が多い為、特にご注意ください。
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特定事業所加算はⅠ～Ⅳまであり、人材要件により取得できる加算が変わります。
これまで支援をしてきた中では、要件はⅡが満たしやすい傾向にあります。

１．人材要件の確認

※1：実務者研修修了者 … 正確には、実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修者もしくはヘルパー1級修了者のこと。

※2：特定事業所加算Ⅱは要件①または②のどちらか片方を満たしていれば取得可能です。

２．体制要件の確認

※⑥障害要件：居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のみ適用
※⑦障害要件：重度訪問介護のみ適用



３．継続した加算取得を行っていくには･･･

☑人材要件を満たしているかどうかの確認

☑個人別の研修目標、研修カリキュラム・スケジュールの作成

☑会議の議事録作成、出席管理・欠席者への共有

☑指示報告の記録管理(適切な指示報告になっているか)

☑健康診断の受診日程調整・受診漏れの確認

他の業務を行いながらの運用は難しい！！

加算は取得したいけれど･･･

管理者・サ責の負担を
増やしたくない･･･

社労士に依頼したり
新しい職員の雇用は
費用が掛かる･･･

介護システム導入してる
けど加算で使えるの？

複数事業所があって
運用管理が難しい･･･



４．プロサポ！ができること

プロサポ！は加算取得・運用に特化したサービスです

１ 行政への申請書類作成
運用方法確認・承諾取得

行政への申請書類を弊社にて作成。
また、運用方法(ローカルルール等)を
確認いたします。

介護システムを導入
している場合は、活
用が可能かも併せて
確認いたします！

２ 体制要件の充足
システムの提供

体制要件充足にあたり･･･

☑個別研修目標・カリキュラムの作成

☑研修システムの提供

☑会議の議事録・出席簿の作成

☑指示報告システムの提供

☑健康診断の受診規定作成・日程調整

☑緊急時案内マニュアルの作成

３ 週次および月次にて運用
状況・進捗状況を確認

体制要件が達成できているか週次で確認
致します。

☑研修受講状況・進捗確認

☑指示報告に漏れがないか・内容は適切か

☑会議出欠席者確認・欠席者への共有状況
確認

☑健康診断受診状況・未受診者確認

報告会も毎月
実施致します！

４ 複数の事業所も一括管理

同じ運用方法で
管理がしやすい！

☑事業所を管轄する行政のルールに合わせ
た運用サポートを実施。

☑事業所ごとに異なっている運用ルールの
一本化が可能。

☑人事異動・他事業所へのヘルプに入る際、
同じ運用方法であるため職員負担が軽減！

更に従業員の給与改善も同時に実現可能！



５．体制要件①研修について

６．体制要件②会議について

計画的に会議を実施する為、会議自体の年間スケジュールを作成します。
また、議題・議事録・出席簿などの必要な書類も全て作成・提供します。

職員を「経験年数」「保有資格」「役職」「勤続年数」に応じてグループ分けし、
職員毎の目標・研修カリキュラムを作成します。

また、研修ツールとしてeラーニングを提供するため、研修準備も不要です。

■実施の流れ

事務所に出勤時に
自宅でタブレット、

スマホで

☑現状研修で要件を満たせるか
☑個人別の研修カリキュラムになっているか
などを確認の上、eラーニングが必要かご案内します。

①職員情報を貴社より
共有いただきます。

※研修時間は勤務扱いとして対応をしてください。勤務扱いと
しない場合、行政によっては要件を満たさない場合ございます。

（3ヶ月にて30分程度の勤務扱い）

研修は自分の空いている時間で受講可能！

②弊社にて研修カリキュラム
実施スケジュール作成致します。
※スケジュールは貴社と相談のうえ決定

③事務所PC・スマートフォンを活用。
職員の自由な時間での個別実施が可能。

受講レポートを記入し弊社へご提出頂きます。
(専用スキャナ・貴社複合機活用)

◆◇既に事業所で集合研修を実施している場合◇◆

■フォーマット見本

※議題内容などはお打ち合わせの上、
決定します。

サービス提供責任より会議内容を対面にて共有をお願いします。

掲示板に議事録を
張り出して、説明・共有

欠席者のみ
集めてMTGで共有

■欠席者に対しては・・・



７．体制要件③指示・報告について(QRタイム)

指示・報告に特化したICTを提供します。
ガラケー、スマートフォンのどちらにも対応し、

利用者宅の訪問時に指示を確認、結果を報告できるシステムです。

■実施の流れ

さらに！

※QRタイムのご利用はパケット通信費が発生します。パケット通信料は自社にてご負担をお願い致します。
※らくらくフォンには一部対応していない機種がございます。

①サービス提供責任者が、
事前に利用者別の指示を

システム上にて入力します。
※事業所パソコン・タブレット等活用

②職員が利用者宅に訪問し、
専用のQRコードを読み込み、
「出勤」を押すと指示内容が

表示されます。

③サービス提供後、再度QRコードを
読みこみ、「退勤」を押すと報告の

入力欄が表示されます。報告内容を入
力すると、業務完了です。

☑高齢のヘルパー職員には使えないかも…

QRタイムはヘルパー職員の目線で作られたシンプルな画
面・操作方法！
高齢の職員の方にも覚えやすく、使いやすいシステムです。

☑すでに介護システムを導入している。

利用者宅にQRを設置することにより、「実は出勤していなかった」などの
不正も抑止できます。

Point１

Point２

QRタイムはここがポイント！

お好きな方法が選べます！

①継続パターン：導入済みの介護システムで「指示報告」を実施
※行政へ活用・運用方法についての事前確認が必要となります。(確認は弊社にて行います)

②併用パターン：加算要件で必要な項目部分のみQRタイムを活用
※その他のサービス実施記録は導入済みのシステムを活用。



８．体制要件④・⑤健康診断・緊急時対応表

健康診断の受診規定、個人別の受診予定を設定し、受診漏れを防ぎます。
緊急時の対応表についても利用者情報を入力の上、提供し、

貴社に作成工数をとらせない運用を致します。

■フォーマット見本

９．毎月の体制要件達成状況の確認・改善

弊社提供の専用スキャナにて、研修受講履歴や会議議事録などをお送り頂き、
貴社の代わりに弊社にて対象書類の確認を実施します。

確認時点で要件が満たされていない場合は改善依頼をいたします。

書類データ・記録送信

書類内容チェック・確認結果報告

◆研修：出席簿・レポート
◆会議：出席簿・議事録
◆健康診断：受診状況・領収書

専用スキャナで弊社に
書類データを送信！

「資料を差し込んで、送信
を押せば完了」の誰でも使

える簡単設定です。

貴社

※貴社複合機でも対応可能！

弊社
※自社複合機でもご対応が可能になります。
ご希望の場合は専用スキャナを無料にてお貸出しさせて頂いております。



１０．従業員の給与改善の実現

特定事業所加算を取得する事で特定処遇改善加算Ⅰが取得可能。
介護職員の更なる賃金待遇改善や、特定事業所加算取得に伴う
サ責業務負担への緩和（納得感の醸成）を実現します。

（例）売上200万円の事業所が、特定処遇改善加算Ⅰ（6.3％）を
取得した場合、加算獲得額は月額126,000円取得できる。
※特定事業所加算Ⅱ（4.2%）を既に取得している場合は差分42,000円の増加。

※他従業員に割り当ても可能。サ責・ヘルパーの方の
加算取得メリットに繋がります。

特定事業所加算とは2019年10月から開始した新設加算、
既存の処遇改善加算加算に上乗せして支給されます。

新加算のⅠを取得するには
特定事業所加算のⅠ又はⅡ

の取得が必要

サービス提供責任者１名に振り分ける場合

※特定処遇改善加算は処遇改善加算同様に取得金額以上に職員に還元する必要があります。
※特定処遇改善加算を取得する場合は別途要件充足、申請資料が必要です。

月額126,000円
の賃金増が可能。



１１．業務料

※障害も併設している事業所にて、障害も申請する場合は、介護事業所とは別に１事業所としての
御見積試算を致します。(業務準備金に80,000円追加になります)

※QRタイムのご利用はパケット通信費が発生します。パケット通信料は自社にてご負担をお願い致します。
※ご希望の場合は専用スキャナを無料にてお貸出しさせて頂いております。
※既に導入しているシステムをそのままご活用される場合は、運用チェック工程が異なるため

月額業務料に別途費用(20,000円)追加でご対応可能です。いずれの金額も消費税が、別途必要です。

業務準備金※初回1回のみ

300,000円
（税別・1事業所につき）

・申請書類作成
①運用方法確認
②ローカルルール

確認

・研修システム準備
①個人別目標作成
②研修カリキュラム作成

・QRシステム準備
※別システムの確認設定

月額業務料
※貴社売上額により異なります。

～100万円未満/月

35,000円
（税別・1事業所につき）

101～149万円/月

48,000円
（税別・1事業所につき）

150～299万円/月

68,000円
（税別・1事業所につき）

300万円～/月

88,000円
（税別・1事業所につき）

・運用チェック
①研修受講状況
②会議欠席者・共有状況確認
③指示報告の内容・記入漏れ確認
④健康診断の受診状況の確認

・不備連絡
①不備内容連絡
②改善のアドバイス

・報告会実施



1年目 2年目 3年目 合計

980,000 816,000 816,000

（30万＋6.8万×10ヶ月） （6.8万×12ヶ月） （6.8万×12ヶ月）

1,600,000 2,400,000 2,400,000

（20万×8ヶ月） （20万×12ヶ月） （20万×12ヶ月）

差分

（利益）

特定事業

所加算

支出 3,292,000

入金 6,400,000

620,000円 1,584,000円 1,584,000円 3,788,000円

１２．費用対効果について

加算獲得1年目から支出より入金は大きくなります。

費用対効果としては十分に加算を活かすことが出来ます。

※初年度の加算入金は業務発注から4ヶ月後（準備期間2ヶ月、加算取得後2ヶ月に入金）にて試算しております。

◆パターン① 売上200万/月 特定事業所加算Ⅱ（10％）特定処遇改善加算Ⅰ（6.3%）を取得した場合

特定処遇

改善加算
入金 1,008,000円 1,512,000円 1,512,000円 4,032,000円

◆パターン② 売上300万/月 特定事業所加算Ⅱ（10％）特定処遇改善加算Ⅰ（6.3%）を取得した場合

1年目 2年目 3年目 合計

1,180,000円 1,056,000円 1,056,000円

（30万＋8.8万×10ヶ月） （8.8万×12ヶ月） （8.8万×12ヶ月）

2,400,000円 3,600,000円 3,600,000円

（30万×8ヶ月） （30万×12ヶ月） （30万×12ヶ月）

差分

（利益）

特定事業

所加算

支出 3,292,000円

入金 9,600,000円

1,220,000円 2,544,000円 2,544,000円 6,308,000円

特定処遇

改善加算
入金 1,512,000円 2,268,000円 2,268,000円 6,048,000円



１４．会社概要(株式会社ナッセ)

◆所在地
大阪府西区阿波座２丁目１番１号

◆創業日
2009 年 3 月 9日

◆役員
代表取締役 足立 浩

◆事業内容
医療・介護・福祉施設開設支援
医療介護施設リノベーション・空間プロデュース
一級建築士事務所・建設業
医療介護機器・施設備品の販売
特注家具制作・販売
病院駐車場運営管理

１３．お客様の声・導入の経緯

以前、特定事業所加算を取得していたが、指示報告を「メール・LINE」
で行っていた。しかし、連絡の記録を残していなかったので、実地指導で過誤
になってしまった。
もう一度加算取得を検討していたが、自社での運用に不安があった
のでプロサポ！を導入。

プロサポ！導入で年間1,644,000円の加算獲得！
(月額売上2,300,000円・特定事業所加算Ⅱ取得）

神奈川県相模原市 NPO法人：訪問介護事業所(障害福祉サービス)

加算を取得したいと考えていたが、職員が少なく、サ責・管理者の作業負
担が多くなるのではと不安だった。
また、指示報告は紙媒体、緊急時は電話で対応していた。職員が高齢のた
め複雑なシステムの利用は難しいと思っていた。
システム操作が簡単で専門的な知識のある職員を新規採用するよりもコス
トが抑えられるのでプロサポ！を導入。

プロサポ！導入で年間804,000円の加算獲得！
(月額売上1,400,000円・特定事業所加算Ⅱ）

東京都品川区 株式会社：訪問介護事業所(介護サービス)

※加算獲得額は弊社への支出金額を差し引いた金額です。


