


環境設定
「介護職員特定処遇改善加算管理システム」はWEBベースのサービスです。
ご利用になるには以下の環境が必要です。

【パソコンの動作環境】
・インターネットに常時接続が出来ること。
・ウェブブラウザが快適に動作すること。
・帳票（エクセルファイル）を閲覧できること。

【ウェブブラウザの推奨環境】HTML5およびCSS3対応 ※１

・Google Chrome（最新バージョン）※２

・Microsoft Edge（最新バージョン）
・FireFox（最新バージョン）
・Internet Explorer（バージョン11以降）

なお、iPhone、スマートフォン、タブレット端末は推奨環境対象外です。
旧機種や一部機種、ネットワーク接続状況によって動作しない場合が御座います。
また「介護職員処遇改善加算管理システム」では、JavaScript、Cookie、SSLを使用しています。
これらの利用を制限している場合は、サービスを正常にご利用頂くことが出来ません。
ウェブブラウザの設定で有効にして下さい。

※１ 最新のOS・ウェブブラウザについては、順次検証を実施いたしますが、画面の一部が正しく表示されないことがあります。
※２ Google Chromeは、IME（日本語入力）のオン・オフの制御が出来ないため、半角文字を入力する際には、手動でIMEをオフに切り替える必要があります。

【安全性】
ご利用中のサーバでは、RAIDシステムを採用する事でデータは二重化され、自動バックアップ（7日前まで）を行う事で、予期せぬトラブルによるデータ破損・消失被害を
防ぐ体制を取っています。
・システム利用時のインターネット上の通信データは、暗号化して送受信する仕組みのSSLを採用しています。
・データベースへのアクセスにはSQLインジェクション対策を施しています。
・パスワード管理が適切に行われていれば情報漏えいすることはありません。

2



システムを開く

3

解説では、 Internet Explorerを使用します。
ネット検索画面の左上に事前に発行されたＵＲＬを入力しシステムを開きます。
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1．ユーザーログイン

最初の画面にＩＤ・パスワードを入力してログインします。
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トップページ

データ入力する年度を選択します。

トップページの左側に入力項目等が表示されています。



2-1.会社情報設定

社員事業所設定数は、
法人が実施しているすべての事業所が
登録できるように枠を作ります。
その事業所数に合わせて選択します。
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会社情報設定を押すと認定アドバイザーが入力している情報が表示されます。
上段の枠で新たに入力する項目は、社員事業所設定数・業務別時給設定数です。

業務別時給設定数は、
訪問介護事業所でよく見られる
作業ごとに時給単価を設定している場合に
登録できる枠を作ります。
その種類の数を選択します。

ＩＤ・パスワードは、初期設定したものを変更してください



2-1.会社情報設定

7

介護と障害の両方のサービスで処遇改善を実施している場合に選択する項目です。
介護と障害を兼務している職員に介護と障害の処遇改善を
別々に実施している場合は、「実費支給の場合」を選択します。
別々に実施していない場合は、介護と障害で実施額を按分する必要があります。
その按分の仕方を「常勤換算数の割合」又は「受取加算額の割合」のどちらかを
選択します。入力後保存ボタンを押します。

賃金水準年度とは、
初めて加算を取得する月
の属する年度の前年度

昇給の按分方法を選択します。
原則の「常勤換算・介護率で処遇改善を計算」
を選択します。

計画を立てる際の一時金
の按分方法を選択します。

特定加算取得を選択し、
取得開始年月を入力します。

特定加算を配分するにあたり、
グループ分けの方法を選択します。

次に下段の枠を入力します。
処遇改善加算の区分を選択します。
賃金改善実施期間を必ず選択します。

上記同様



2-2.事業所一覧
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この画面では、既に事業所登録されている事業所が表示されています。
右上の「事業所登録」ボタンを押して、新規登録をします。

事業所一覧の編集ボタンを押すと、入力された内容が表示されます

既に登録されている
特定処遇改善加算の区分が
表示されます。



2-3.事業所登録

事業所名が同一のサービスは、名称の後に（居宅）と入力可能
処遇改善対象事業所かどうかを選択します。
対象の場合、処遇改善に関する必要な項目が集計されます
また、サービス名、指定権者を選択する必要があります。
保険率名は、適用地域を選択します。
表示期間は、新規開設事業所の場合、加算算定の最初の月を入力、
休止、廃止の場合は、加算算定の最終月を入力します。
表示順は、事業所一覧表に表示される順番を選択します。
入力後保存ボタンを押します。
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介護予防訪問介護相当サービスが訪問介護と同一指定番号の場合で

訪問介護と分けて書類を作成する必要がある場合は、事業所番号に枝番号を付けて、事業所を
二つ登録します。

事業所登録は、その法人で実施しているすべてのサービス事業所を登録します。
ただし、介護職員が兼務する可能性がない事業所は、登録の必要がありません。
介護保険の処遇改善対象サービス、対象外サービス（居宅介護支援等）
介護保険外の有料老人ホーム、サ高住、タクシー等、障害のサービス事業所も登録します。

特定処遇改善加算の区分を選択します。

事業所のサービスの種類が（総合事業）相当サービスの場合に表示されます。
特定加算を算定した事業所数に含める・含めないを選択します。
※介護給付サービスと一体的に行っていれば含めるにしてください。



3-1.社員
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この画面では、既に社員登録されている社員が表示されています。

右上の社員登録ボタンを押して 、新規登録をします。

社員一覧の編集ボタンを押すと、入力された内容が表示されます

既に登録されている
特定処遇改善加算のグループが
表示されます。



3-2.社員登録 事業所と保険は、社員登録後
それぞれの入力画面で入力します。

会社で使用している社員コードを入力します。（ＣＳＶデータで紐付け）
フリガナを入力すると検索ができます。
生年月日は、保険の適用に影響がありますので入力します。
退職年月日は、退職後表示させないようにする際に
確認をしますので入力してください。
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賞与は水準年度に支給している場合は
その金額と年月を入力します。
水準年では時給であったが、
実績年では月給に変わっている場合は、
水準年度で月給であった場合の賞与額を
推測して入力します。
その逆の場合も同様となります。
現行加算と特定加算とそれぞれ入力します。



3-2.社員登録
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処遇改善加算を原資として昇給を行う場合に
必ず入力します。基本給・時給は、
昇給前の金額と年月を入力します。
その金額を基準に昇給額が算出されます

昇給の時期と金額
水準年の賞与額
を記録として備考に入力しておきます。



3-2.社員登録
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社員登録後、「事業所登録」「保険登録」が表示されます。それぞれの入力画面で入力します。



3-3.社員登録（事業所）

所属している事業所を登録します。
異動があった場合は、異動年月日と異動後の所属先を新規登録します。
（旧情報は、履歴として残るようにする必要があるためです。）

入力後保存ボタンを押します。
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複数の部門に所属する場合は
「追加」を押下し、登録します。

特定加算の所属グループを
選択します。



3-4.社員登録（保険）

保険の加入状況に変更が発生した場合、新規に保険加入状況の登録をします。
（旧情報は、履歴として残るようにする必要があるためです。）
入力後保存ボタンを押します。
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4-1.手当設定 （共通手当）

増額前の金額と
適用期間を入力します。

16

処遇改善加算・特定処遇改善加算を原資とした手当を登録します。
新設手当の場合は、全額を入力します。
既にあった手当を処遇改善を使って増額している手当は、
元々の手当と増額後の手当を入力します。この差額が処遇改善として
集計されます。

残業手当は、月給・時給が昇給したことに伴い
増額した部分が処遇改善として集計されます。

手当の額が月額又は１回あたりの金額が
固定されている場合は、
その金額を入力します。

新設手当の設定時期と金額
その後の増額を記録します

手当の額が月額で
固定されていない場合は、
空欄にします。

会社情報の設定時、
介護と障害の按分方法で
「実額支給の割合」を選択した場合
に表示されます

特定処遇改善加算を原資とする
手当にチェックをいれます。



4-2.手当設定 （個人別手当）

個人別手当は、手当の固定額が職員によって異なる場合に登録します。

この画面では、個人別手当の登録が表示されています。

右の編集ボタンを押して 、登録をします。
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4-3.手当設定 （個人別手当）

職員ごとに固定額が異なる手当について、手当名等の項目を入力します。
入力後保存ボタンを押します。
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特定処遇改善加算を原資とする
手当にチェックをいれます。
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5-1.見込受取加算額入力

実績受取加算額登録を押すと
前年実績の平均金額をもとに計画します。

「編集」を押下すると
直接金額を入力できます。

加算の区分の加算率、
1単位の単価を入力して
「保存」を押下すると

加算単位数が算出されます。



5-2.見込受取加算額入力
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実績受取加算額登録を押した場合
前年実績の平均金額が表示されますので、
保存ボタンを押します。
直接入力する場合は、直接入力をして、
保存ボタンを押します。
現行加算、特定加算それぞれ入力します。

（直接入力する方法）
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6-1.見込給与・手当入力

実績給与登録を押すと
前年実績の平均金額をもとに計画します



6-2.見込給与入力
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実績給与登録を押した場合
前年実績の平均金額が表示されますので、
保存ボタンを押します
直接入力する場合は、直接入力をして、
保存ボタンを押します

基本給や時給の昇給分のうち、特定処遇改善を原資
とする昇給分について入力します。

処遇改善一時金、

特定処遇改善一時金の
予定額を算出した場合に
表示されます。
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6-3.見込共通手当入力（実額入力）

実績給与登録を押した場合
前年実績の平均金額が表示されますので、
保存ボタンを押します
直接入力する場合は、直接入力をして、
保存ボタンを押します

手当実額が表示されています。

現行加算の手当と特定加算の手当をそれぞれ入力します。



6-4.見込共通手当入力（差額入力）
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元々の手当金額との差額が表示されています。



6-5.見込個人別手当入力
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実績給与登録を押した場合
前年実績の平均金額が表示されますので、
保存ボタンを押します
直接入力する場合は、直接入力をして、
保存ボタンを押します

現行加算を原資とする手当と特定加算を原資をする
手当でそれぞれ表示されています。
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7-1.見込常勤換算入力

実績常勤換算を登録を押すと
前年実績の平均常勤換算数をもとに計画します。

常勤換算登録を押すと
直接入力できます。
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7-2.見込常勤換算入力

兼務職種がある場合は、
従事割合に応じた数字を入力します。

兼務職種がない場合は、100％

実績常勤換算を登録を押した場合

前年実績の平均常勤換算数が表示されます
ので、保存ボタンを押します
直接入力する場合は、直接入力をして、
保存ボタンを押します



8-1.一時金の予定額算出方法
（常勤換算数をもとに分配）

分配の基準の常勤換算が表示され、
分配金額が自動計算されます

枠内の数字を増減して、金額の調整をします
判定の数字を確認しながら調整すること
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8-2.一時金の予定額算出方法
（分配率をもとに分配）

分配率を入力すると
分配金額が自動計算されます

枠内の数字を増減して、金額の調整をします
判定の数字を確認しながら調整すること
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8-3.一時金の予定額算出方法
（分配金額を直接入力）

概算の法定福利費の合計保険率を入力します

事前に計算した分配金額を入力します
判定の数字を確認しながら調整すること

この金額をもとに分配金額を決めます
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9-1.【特定加算用】
一時金の予定額算出方法

（分配率をもとに分配）

分配率を入力すると
分配金額が自動計算されます

枠内の数字を増減して、金額の調整をします
判定の数字を確認しながら調整すること

個人の特定処遇改善の見込支払額合計が
表示されます。（基本給昇給・手当・一時金合計）

同じグループに所属する従業員全員に同じ
分配率を適用したい場合に使用します。
一括登録が可能です。

❶グループで特定処遇改善の
見込支払額が月額8万円以上もしくは
給与総額（年収）が440万円以上の場合に
〇がつきます。
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9-1.【特定加算用】
一時金の予定額算出方法

特定処遇改善加算の配分対象グループ間の比率判定が介護と障害でそれぞれ表
示されています。❶グループ：❷グループ：❸グループ＝2：1：0.5を満たしているか
どうかを判定しています。

判定が×の場合は一時金を
調整してください。

事業所ごとに❶グループで
特定処遇改善の見込支払額が月額8万円以上
もしくは給与総額（年収）が440万円以上の従業
員が1人以上いるかどうかを判定しています。

❸グループで給与総額（年収）が440万円以上の
従業員がいないかどうかを判定しています。
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9-2.【特定加算用】
一時金の予定額算出方法

（分配金額を直接入力）

概算の法定福利費の合計保険率を入力します

事前に計算した分配金額を入力します
判定の数字を確認しながら調整すること

この金額をもとに分配金額を決めます



10-1.見込申請額集計【介護】

クリックすると
算出根拠資料が作成されます。
（香川県様式）

処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。
事業所別・介護職員ごとの金額が表示されています。
指定権者・事業所ごとに集計されています。

賃金水準比較の合計が見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。
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10-2.香川県様式【介護】
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10-3.見込支払額集計【介護】

処遇改善の合計が見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。

判定は、２回行われ、２回とも○となっていることが必要です。 36



10-4.見込申請額集計【障害】

賃金水準比較の合計が
見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。

クリックすると
算出根拠資料が作成されます。
（香川県様式）

処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。
事業所別・介護職員ごとの金額が表示されています。
指定権者・事業所ごとに集計されています。
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10-5.香川県様式【障害】
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10-6.見込支払額集計【障害】

処遇改善の合計が見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。

判定は、２回行われ、２回とも○となっていることが必要です。 39



40

11-1.【特定加算用】 見込申請額
集計【介護】 特定処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。

事業所別・介護職員ごとの金額が表示されています。
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11-1.【特定加算用】 見込申請額
集計【介護】 特定処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。

事業所別・グループごとの金額が表示されています。
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11-1.【特定加算用】 見込申請額
集計【介護】 特定処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。

事業所別・グループごとの常勤換算数計が表示されています。

賃金水準比較の合計が見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。
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11-2.【特定加算用】 見込支払額
集計【介護】

特定処遇改善の合計が見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。

判定は、２回行われ、２回とも○となっていることが必要です。
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11-3.【特定加算用】 見込申請額
集計【障害】 特定処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。

事業所別・介護職員ごとの金額が表示されています。
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11-3.【特定加算用】 見込申請額
集計【障害】

賃金水準比較の合計が
見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。

特定処遇改善加算申請に必要な数字が算出されています。
事業所別・グループごとの金額と常勤換算数計が表示されています。
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11-4.【特定加算用】 見込支払額
集計【障害】

特定処遇改善の合計が見込受取加算額の合計を超えているか判定され、
超えている場合は、○と超えた額が表示されます。
超えていない場合は、×と不足額が表示されます。

判定は、２回行われ、２回とも○となっていることが必要です。



12-1.ｃｓｖ取込み

③作成したデータを選択し、
アップロードボタンを押します。

エクセルで次の必要な項目のデータを作成します。
一度に大量のデータ入力をすることが出来ます。

②フォーマットをダウンロードし、
ＣＳＶを作成します。

①ＣＳＶで取り込みたい
項目を選択します。

※こちらを参考に、
ＣＳＶを作成します。
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12-2.ｃｓｖダウンロード
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システムに入力しているデータを取り出すことが出来ます。

ダウンロードしたい項目を選択します。
既に登録済みのデータを取り出し、
修正し、再度ＣＳＶ取り込みを
行うことで一括修正が可能です。



13-1.判定方法

システム上でのクリア条件を確認する方法

【条件① 実際に支給した金額で超えること】
介護職員処遇改善加算額＜実際に介護職員に支給した処遇改善実施額

システム：見込支払額集計 【判定】で○でクリア

【条件② 水準比較により算出した金額で超えること】
介護職員処遇改善加算額＜水準比較による処遇改善実施額

システム：見込報告額集計 【判定】で○でクリア
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13-2. 【特定加算】判定方法

システム上でのクリア条件を確認する方法
【条件③ 特定加算の対象グループ間の配分比率の条件を満たしていること】
グループ❶：グループ❷：グループ❸＝2：1：0.5を満たしている。

システム：【特定加算用】一時金の予定額算出方法
特定加算の配分対象グループ間の比率判定○でクリア

【条件④ ❶グループ内で1人以上は定められた賃金改善が見込まれること】
❶グループ内で1人以上は賃金改善見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の年収が
440万以上となる。

システム：【特定加算用】一時金の予定額算出方法
❶グループ内で定められた賃金改善が見込まれる人数

＜ 特定加算を算定した事業所数→ 〇でクリア

【条件⑤ ❸グループの賃金改善見込額が上限を上回らないこと】
❸グループの賃金改善後の賃金の見込額が年収440万円を上回らない。

システム：【特定加算用】一時金の予定額算出方法
❸グループ内で、賃金改善後の賃金見込額が
年額440万円を上回らないことの判定 → 〇でクリア

前ページの条件①条件②に加え、
以下の条件③条件④条件⑤のクリアが必要になります。
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