
職場環境要件について 

 

 職場環境要件項目 

入職促進に向けた取組 
法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現

のための施策・仕組みなどの明確化 

資質の向上やキャリアアップ

に向けた支援 

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） 

両立支援・多様な働き方の 

推進 

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制

度等の充実に取り組み、有給休暇が取得しやすい環境の整備を

行う。 

腰痛を含む心身の健康管理 

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援や、リ

フト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施

に取り組み、事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の

体制の整備を行う。 

生産性向上のための業務改善

の取組 

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の

介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減を図る。 

やりがい・働きがいの構成 

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化に

よる個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援

内容の改善を行い、利用者本位の支援方針など障害福祉や法人

の理念等を定期的に学ぶ機会の提供に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護職員等 処遇改善加算及び特定加算、ベースアップ等加算の取得状況について 

 

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的

な取り組み内容について、次のとおり公表します。 

 

施設・事業所名 サービス種別 
処遇改善の 

算定状況 

特定処遇の 

算定状況 

ベースアップ等 

加算の算定状況 

訪問介護 CLAN豊中 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN八尾 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

介護付き有料老人ホーム 

クランコート堺 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 
加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

訪問介護 CLAN東住吉 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

介護付き有料老人ホーム 

クランコート寝屋川 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 
加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

訪問介護 CLAN生野 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN堺田園 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN八尾沼 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN矢田 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

介護付き有料老人ホーム 

クランコート平野 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 
加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

訪問介護 CLAN東大阪 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN 八尾竹渕 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN守口 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 



施設・事業所名 サービス種別 
処遇改善の

算定状況 

特定処遇の

算定状況 

ベースアップ等 

加算の算定状況 

訪問介護 CLAN瓜破東 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN 寝屋川八坂 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN枚方 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN 寝屋川高宮 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護CLAN八尾市上尾町 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

訪問介護 CLAN豊中箕輪 
訪問介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅰ あり 

居宅介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 
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福祉・介護職員等 処遇改善加算及び特定加算、ベースアップ等加算の取得状況について 

 

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的

な取り組み内容について、次のとおり公表します。 

 

施設・事業所名 サービス種別 
処遇改善の 

算定状況 

特定処遇の 

算定状況 

ベースアップ等 

加算の算定状況 

CLAN東住吉 

共生型通所介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

放課後等デイサービス 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

CLAN八尾 
生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

放課後等デイサービス 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

CLAN平野 生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

CLAN堺 生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

CLAN西淀川 
生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

放課後等デイサービス 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ守口 
生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

放課後等デイサービス 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ東住吉北館 生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ南田辺 就労支援Ｂ型 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ住道矢田 
生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

放課後等デイサービス 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ東大阪 

生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

放課後等デイサービス 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

児童発達支援 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ津守 生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

しごとＣＬＡＮ梅田 就労移行支援（一般型） 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ寝屋川 生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 

ＣＬＡＮ八尾南館 生活介護 加算Ⅰ 特定加算Ⅱ あり 
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