
令和元年度
岩沼市指定地域密着型サービス事業者

集団指導

岩沼市健康福祉部
介護福祉課



各種届出
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届出に係る様式等（岩沼市ホームページ）①

① 「岩沼市」などで
インターネット検索

↓

② 岩沼市ホームページの

トップページを表示

↓

③ トップページ上の

『健康・福祉』をクリック
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今後も、届出関係のほか制度

改正に関する情報等は、こち

らのページの『新着情報』欄

に掲載しますので、定期的に

チェックをお願いします。

届出に係る様式等（岩沼市ホームページ）②
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届出に係る様式等については、

『介護』をクリック
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届出に係る様式等（岩沼市ホームページ）③

※介護福祉課からの情報につい
ては、こちらのページに掲載
しています。

届出に係る様式等について

は、下へスクロール
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届出に係る様式等（岩沼市ホームページ）④

このページ内に「指定（更新）

申請」、「変更届出」、「廃

止・休止・再開届出」、「介護

給付費算定届出」に関する様式

等を掲載しています。

※介護予防・日常生活支援

総合事業に関する情報は

こちらに掲載しています。



提出書類の削減

改正前の提出書類 提出を求めていた理由 改正後の岩沼市の取扱い

申請者の定款・寄付行為
等及びその登記事項証明
書又は条例等の写し

申請者が法人であることを確認
するため。

登記事項証明書又は条例のみの提出でよいこととする。

管理者の経歴書
事業所に適切に管理者を配置し
ていることを確認するため。

付表等の添付資料によって配置の確認が可能なので、提出は不要とする。
ただし、管理者に資格・経験要件のある事業種別（認知症対応型通所介護、
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護）は除く。

管理者及び
役員等名簿

役員が欠格事由に該当しないこ
とを確認するため。

誓約書における代表者の誓約で事足りるため、提出は不要とする。

資産の状況

介護サービスの提供により、賠
償すべき事故等が発生した場合
に、その賠償資力を有している
ことを確認するため。

サービス利用者の利益保護の観点から、事業者の損害賠償能力の有無の確認
は必要と考えるため、下記のとおり取扱う。

①事業者が損害賠償保険に加入している場合は、保険証書の写しを提出
②事業者が保険未加入の場合は、資産の目録及び直近の収支報告書直近の

決算書、又は当該年度の事業計画書・収支予算書を提出

介護給付費算定に係る体
制等状況に関する届出
書・状況一覧表

申請者が適切に事業を実施でき
ることを確認するため（介護給
付費の算定内容確認のため）。

介護給付費を算定するために必要となることから、下記のとおり取扱う。

①新規指定時は、従来通り提出を必要とする。
②指定更新時は、介護給付費の算定内容等に変更が生じない場合は提出不要

とする。
③介護給付費の算定内容等の変更時は、従来通り提出を必要とする。
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平成３０年１０月１日より、介護保険法施行規則が改正され、新規指定、更新申請及び変更届出の手

続きの際に、従来必要とされていた書類の一部が削減されました。



原則として、指定有効期間満了日が属する月の初日から概ね２～３ヵ月前に、岩沼市から更新時期到来

の旨を事前通知します。（【例】指定の満了日が令和元年１０月１日～３１日に属する事業所については，

７～８月に事前通知を行う。）

また、指定更新申請書類の提出期限は、事前通知日から１ヵ月後を標準とします。

提出いただいた書類をもとに、岩沼市にて内容確認・審査・補正を行い、その後、地域密着型サービス

運営委員会（被保険者、介護サービス事業者、保健・医療・福祉関係者、地域ケアに関する学識経験者に

より構成する団体）にて指定更新について審議いただいた上で、満了日前までに指定更新の審査結果を事

業所あてに通知します。

指定更新の事務処理イメージ

指定更新手続き
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事前通知
指定更新申請書類の

提出期限
申請に対する審査

指定更新通知
（審査結果通知）

時
期

満了日が属する月の初日から
概ね２～３ヵ月前

事前通知日から１ヵ月後 更新申請日～満了日 ～満了日

事
務
の
概
要

◆書面による通知
・指定有効期間満了日
・更新申請に様子書類一覧
・更新申請書類の提出期限

※書類の様式等については、
前述のホームページに掲載

※提出期限までに更新申
請書類の提出がない事
業所に、必要に応じて、
連絡・確認

◆更新申請の内容確
認・審査・補正

※必要に応じて
現地確認の実施

◆地域密着型運営委
員会による審議

◆書面による通知
・更新審査結果
・更新した指定有効

期間満了日



指定更新申請書

◇ 最新の様式を使用すること

◇ 所定の項目を記載すること

◇ 記載間違いや記載忘れがないよう注意
すること

◇ 事業種別ごとの必要な書類を添付する
こと

8



指定更新申請書の添付書類
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廃止・休止届出
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廃止・休止の事前届出

利用者のサービス継続のための措置

利用者への継続的なサービス提供の
ための便宜提供
(他事業所の紹介、介護支援専門員
との連絡調整等)

当該事業所の
廃止・休止

厚生労働大臣、都道府県知事、
市町村長による援助

(助言、相談窓口の設置等)

事
業
廃
止
・
休
止
届
出
の
提
出

継続的な
サービス確保

（イメージ図）

利用者のサービス継続のための措置

利用者への継続的なサービス提供の
ための便宜提供
(他事業所の紹介、介護支援専門員
との連絡調整等)

当該事業所の
廃止・休止

厚生労働大臣、都道府県知事、
市町村長による援助

(助言、相談窓口の設置等)

事
業
廃
止
・
休
止
届
出
の
提
出

継続的な
サービス確保

（イメージ図）

廃止・休止の届出は「廃止・休止予定日の１ヵ月前まで」です。

廃止・休止時の利用者へのサービス確保の義務化

廃止・休止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜提供が義務

づけられ、当該義務を果たさない事業者に対して市町村等は勧告・命令を行うことが

できることとされています。



休止・廃止・再開届出

◇ 所定の項目を記載すること

◇ 「廃止」又は「休止」のいずれかを囲み
線で囲む

※ 休止をしていて再開する場合は、「再
開」を囲む

◇ 「現にサービス又は支援を受けていた者
に対する措置」については、利用者への
継続的なサービス提供のための措置を記
載すること。

◇ 運営法人が変更になる場合や、市区郡を
越えて事業所を移転する場合は「岩沼市
へ廃止届出」→「他指定権者へ新規申
請」といった事務手続きとなります。
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変更届出

【変更日から１０日以内に届出する事項】

① 事業所・施設の名称

② 事業所・施設の所在地

③ 申請者名称

④ 主たる事務所の所在地

⑤ 代表者の氏名、住所及び職名

⑥ 事業所・施設の建物の構造，専用区画等

⑦ 事業所の管理者の氏名及び住所

⑧ 運営規程（人員基準を満たした上での人員変

更の場合を除く）

⑨ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護

医療院又は病院等との連携・支援体制

⑩ 本体施設、本体施設との移動経路等

⑪ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
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指定事項に変更が生じた場合は、変更届出を岩沼市へ提出する必要がございます。（他指
定権者からも指定を受けている場合は、随時、当該指定権者にも提出が必要となります。）

なお、事業者の事務負担軽減の観点から、変更日から１０日以内に届け出る事項と、年１
回の届出でよい事項とに分けることとします。（内容は宮城県に準拠しています）

【年１回の届出でよい事項】

① 登記事項証明書又は条例等

② 運営規程（人員基準を満たした上での人員変

更についてのみ）

③ 協力医療機関又は協力歯科医療機関

④ 併設施設の状況（介護保険施設に限る）

※上記①～④に該当する変更があった場合は、
５月１日現在の状況を６月末までに届出してく
ださい。

※年に１回の変更届出については、現況報告で
はありませんので、変更がない場合は届出は不
要です。



変更届出書
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◇ 最新の様式を使用すること

◇ 所定の項目を記載すること

◇ 「サービスの種類」「変更年月日」の記載
を忘れないよう注意すること

◇ 「変更前」「変更後」欄は適宜わかりやす
く記載してください。

◇ やむを得ない事情があり、変更日から１０
日以内に提出することが難しい場合は、事
前にご相談ください。



変更届出書の添付書類
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◇ 変更があった事項に対応した添付書類を提出
すること（必要に応じて、変更内容が分かる書
類を添付してください。）

◇ 添付書類「管理者の経歴書（参考様式２）」
については、事業種別が認知症対応型通所介
護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機
能型居宅介護の場合のみ提出してください。

◇ 添付書類「誓約書（参考様式８）」について
は、地域密着型サービスのみであれば『参考
様式８－１』、地域密着型介護予防サービス
を含む場合（認知症対応型通所介護、認知症対応
型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の場合）

は『参考様式８－２』を使用してください。

◇ 当該添付書類一覧によらず、変更内容に応じ
て、別途書類を求めることがございます。

【例】地域密着型通所介護において、生活相談員の変更
があった場合は、当該職員の資格証若しくは経歴書
を求めることがあります。



介護給付費の算定のために、指定権者への届出が必要となります。

届出に係る加算等（単位数が増えるものに限る）の算定時期は以下のとおりです。

なお、加算が算定できなくなった場合（算定要件を満たさなくなった場合等）について
は、速やかに指定権者に届け出なければなりません。

 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 届出が受理された日が属する月の翌月から算定開始

（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定を開始）

届出日と加算等算定開始の関係

 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護

 届出が月の１５日以前になされたもの

⇒ その翌月から算定開始

 届出が月の１６日以降になされたもの

⇒ その翌々月から算定開始

介護給付費算定に関する体制等の届出について

※支給限度基準額が適用されないサービスのため
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
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◇ 所定の項目を記載すること

※特に下記に注意してください。

・『指定（許可）年月日』欄は、最新の指定
（更新）年月日を記載すること。

・『異動（予定）年月日』欄は、算定内容を
変更する年月日を記載すること。

・『異動項目』欄は、「介護給付費算定に係
る体制等状況一覧表」において変更する項
目名を記載すること。

（複数ある場合は「別紙一覧表参照」等でも可）

◇ 加算を新たに算定する場合や、加算区分を
変更する場合は、加算の算定要件を満たす
書類も提出すること

◇ 『特記事項』欄は、変更前と変更後の項目
名・項目区分を記載してくだい。

◇ 当該届出書の他に「介護給付費算定に係る
体制等状況一覧表」を提出すること

※該当サービス以外は削除して提出してください。



付表及び勤務表における従業者の勤務形態の記載方法
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「専ら従事する」について（専従・兼務）

「常勤」について

当該事業所における勤務時間が、当該事業者において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数
に達していること。
※勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。

サービス提供時間帯を通じて、当該サービス以外の職務に従事しないこと。
※サービス提供時間帯とは、従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、従業者の常勤・
非常勤の別は問わない。
・同一事業所内で他の職種にも従事する場合は『兼務』
・併設する他の介護サービス事業所と併任する場合でも、各事業所で１つの職種にしか従事していない
場合は『専従』

勤務表の常勤・非常勤、専従・兼務については、下記の点に留意して記載をしてください。

例１）ある地域密着型通所介護事業所に、正規雇用職員として週５日（４０時間）勤務している看護師Ａさ
んは、１日の中で時間を区分して、看護職員と機能訓練指導員の業務を行っている。

⇒ 常勤・兼務

例２）ある法人に正規雇用職員として週５日（４０時間）勤務している看護師Ｂさんは、そのうち３日を地
域密着型介護老人福祉施設の看護職員として，２日を併設されている地域密着型通所介護事業所の機能訓練
指導員として勤務している。

⇒ それぞれの事業所で非常勤・専従



重要事項説明書の記載事項
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○重要事項説明書に記載する第三者評価の具体的な内容
・第三者評価の実施の有無
・実施した直近の年月日
・実施した評価機関の名称
・評価結果の開示状況 等

【第三者評価の実施状況】の記載が必要になった理由
利用者が適切なサービスの選択を行うことができるように、介護事業者は重要事項を説明

する義務があります。「事業所が自ら第三者評価を受審し、サービスの質の向上や事業の透
明性の確保に努めているか」ということは、利用者がサービスを選択する上で重要な判断事
項となるため、重要事項説明書に記載し説明することが求められるようになりました。

○ここでいう第三者評価の実施機関とは？
第三者評価の実施については、介護保険法上の特段の定めは現在のところありませんが、利用者の適

切なサービス選択に資することを目的としていることから、宮城県が指定する福祉サービス第三者評価
機関が実施しています。

【宮城県指定福祉サービス第三者評価機関】
・社会福祉法人宮城県社会福祉協議会（保育所、社会的養護施設のみ）
・株式会社福祉工房
・特定非営利活動法人介護の社会化を進める一万人市民委員会宮城県民の会
・特定非営利活動法人介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ

介護保険サービス事業所（一部除く）においては、運営基準上、重要事項説明書に第三
者評価の実施状況を記載することが必要となっています。



運営規程・重要事項説明書における人員体制の記載
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つまり、、、
運営規程と重要事項説明書における人員体制は必ずしも一致するとは限りません。

（差異がある場合は、必要に応じて、運営規程・重要事項説明書それぞれの主旨を説明する
ことが必要と考えます。）

※「介護職員○名以上」といった記載はせず、明確に記載してください。

このことから、、、
運営規程における『従業者の職種、員数及び職務の内容』は、事業所としての基本的な職員の体

制を示すものであり、月単位または日々変動する実人員と必ずしも一致しているとは限りません。

例えば、、、
基本的な体制として「介護職員10名」と運営規程で定めた場合、急な退職等によって一時的に９

名になったとしても、10名体制にしようと募集等を行っている限り、運営規程を変更する必要はあ
りません。
（※ただし、今後、９名体制で運営していくということを、事業所として意思決定されるのであれば、
運営規程の変更は必要となります。）

重要事項説明書は？
重要事項説明書は、サービス提供にあたって、利用者又はその家族に対する説明の際に重要な

書類となりますので、重要事項説明書には実人員を記載したうえで、説明を行い、同意を得るよう
にしてください。

運営規程とは、介護保険事業所の適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を
確保するため、事業の目的や運営の方針、定員など重要な事項を内容とする規程であり、事
業所の基本的かつ重要な事項を事業所内外に示すもの。



事
故
発
生
時

事
故
処
理
中

事
故
処
理
に
区
切
り

介護保険施設・事業所保険者（利用者の属する市町村） 県（保健福祉事務所）

②事故処理状況の報告
（適宜、文書・電話等）

④「介護保険事業者事故

等報告書」による報告

①事故内容の確認

介護事故等に係る保険者等への報告

事故報告の流れ

死亡事故
の場合

②事故処理対応に係る助言

③県・関係機関への情報提供
（必要に応じて実施）

※施設等が定めている
事故発生時の対応
指針等に基づき必要
な措置を講ずること

③再発防止策の検討

④事故処理対応・再発防止策
の確認・助言

①電話等による第一報 ①事故内容の確認

②事故処理対応に係る
助言

連 携

死亡事故
の場合

死亡事故
の場合

③市町村・関係機関へ
の情報提供

※基準違反のおそれがあ
る場合は、監査を実施
することがあります。

④事故処理対応・ 再発
防止策の確認・助言

※基準違反のおそれがある場合は、
県と連携し、 監査を実施します

指定介護保険事業所は、サービス提供中に発生した重症・死亡事故，食中毒・感染症等の「介護事故
等」が発生した場合、介護保険制度苦情処理マニュアルに基づき保険者等に必要事項の報告を行う。

20



事故発生時の報告（岩沼市）
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① 電話による第一報
事故等が発生した場合、 事故発生日当日又は翌日中（閉庁日の場合は翌開庁日）に事故の概要（「事故発

生・発見日時」、「利用者等の氏名・年齢」、「受傷の程度・部位」、「家族への報告状況」等）について、
電話による第一報をお願いいたします。
※利用者及びその家族等との信頼関係を損なわないためにも、家族への連絡・対応、ケアマネジャーや行政へ
の報告は速やかに行って下さい。

② 事故報告書の提出
事故処理の区切りがついたところで、事故原因の分析、再発防止策の検討等を行い、事故報告書を提出して

ください。（上記の岩沼市ホームページに参考様式を掲載しています。※宮城県ホームページに掲載されてい
る参考様式と同様のものです）
※事故報告書を提出する前においても、必要に応じて、事故処理の経過を保険者まで適宜報告してください。

報告の方法

岩沼市では、宮城県が定める事故報告基準に準拠します。
※宮城県が定める事故報告基準については、岩沼市ホームページに掲載しています。

参考URL ： https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kenko/kaigo/zikohoukoku.html

① 被保険者の属する保険者（例：岩沼市の被保険者であれば岩沼市）
② 宮城県若しくは管轄する保健福祉事務所（死亡事故の場合に限る）

事故報告基準

報告の方法



指導監督
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地域密着型サービス事業者等の指導監督

23

【集団指導】事業者を一定の場所に集め、制度改正内容や指導結果などを講習等の方式によ
り実施するもの。

【実地指導】地域密着型サービス事業所において、関係書類等を基に説明を求める面談方式
により実施するもの。

【監 査】指定基準違反や不正請求などの場合や、その疑いがあると認められる場合に実
施するもの。

指導監督の目的

指導監督の種類

地域密着型サービス事業者等が提供する介護給付対象サービスの質の確保と向上及び保険
給付の適正化を図り、適切な介護サービスの提供の促進と不正請求などの未然防止及び是正
のために実施するもの。



岩沼市が実施する実地指導
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指定有効期間内（６年）に１回を目安に実施

実施間隔

事前通知 実地指導 結果通知 改善報告

時
期

実地指導予定日
の１ヵ月前

当 日 実地指導後30日以内 結果通知後30日以内

内

容

◆書面による通知
・実施日時
・事前提出書類
・当日準備書類 等

※実施日時は、事前にご
都合のよい日時を確認
させていただいた上で、
決定します。

【当日の流れ】
①挨拶
②事業所・施設内の巡回
③各種書類・介護報酬請求・ケアマ

ネジメント一連の流れ等を確認
④講評

※全体の所要時間は２時間を目安と
しております。

◆書面による通知

◆改善等が必要と認め
られる事項があった
場合は、ご指摘させ
ていただきます。

◆指摘事項があった場
合のみ

◆所定の様式により、
指摘事項に対する改
善等の状況を報告

※返還金がある場合は
過誤調整が必要

実施の流れ

指摘事項

口頭指導：基準等には反していないが、さらなる質の向上に繋げるために改善が望ましい事項

文書指導：基準等に準じていないので、改善すべき事項（改善報告の対象）



平成３０年度 実地指導の結果
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サービス種類
事業所
総 数

指 導
実施数

指 導 項 目

人員基準 設備基準 運営基準
介護報酬の

算定・取扱い

小規模多機能型居宅介護 ２ １ ０(1) ０(0) ０(3) ０(1)

認知症対応型共同生活介護 ４ １ ０(1) ０(0) ０(2) ０(0)

認知症対応型通所介護 １ ０ ― ― ― ―

地域密着型老人福祉施設
入所者生活介護

２ １ ０(0) ０(0) ２(0) ０(1)

地域密着型通所介護 １０ ３ ０(0) ０(0) ７(15) ０(5)

居宅介護支援 １１ ０ ― ― ― ―

合 計 ３０ ６ ０(2) ０(0) ９(20) ０(7)

※カッコ内の数字は口頭指導数
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実地指導における指摘事項①

サービス種類 指摘事項 内 容

小規模多機能型
居宅介護

人員基準
夜間及び深夜の時間帯について、事業所における利用者の生活サイクルに応じて適切に設
定すること。

運
営
基
準

運営規程・
重要事項説明書

運営規程と重要事項説明書を実情との整合を図ること。

サービス計画
の作成

サービス担当者会議の記録について、最新のものにて整理すること。

要支援者の支援方針については、利用者本人が生活機能の改善を実現するための適切な
サービスを選択できるよう目標志向型のサービス計画を策定することに意識すること。

介護報酬の
算定・取扱い

システム入力における誤りを防止するために、二重チェック等の対策に努めること。

認知症対応型
共同生活介護

人員基準
夜間及び深夜の時間帯について、事業所における利用者の生活サイクルに応じて適切に設
定すること。

運
営
基
準

重要事項説明書
重要事項説明書を制度改正後のものに改定すること。（高額介護サービス費の金額が改正
前のものになっている）

変更届出 介護支援専門員が変更となる場合には、市へ変更届出を行うこと。

地域密着型
老人福祉施設
入所者生活介護

運
営
基
準

運営規程
運営規程について必要な事項を記載すること。併せて、「従業者の職種、員数及び職務内
容」と「非常災害対策」について実情との整合を図ること。

運営推進会議 運営推進会議の記録を施設の見やすい場所に掲示するなどして公表すること。

介護報酬の
算定・取扱い

入院・外泊時費用について、入居者が入院又は外泊時に、そのベッドを短期入所生活介護
に活用する場合は、当該入居者から同意書を得ること（重要事項説明書に記載する等）。



27

指摘事項 内 容

運
営
基
準

非常災害対策

立地条件に応じた、災害種別ごとの非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報
及び連携体制を整備すること。

非常災害対策に関する具体的計画を利用者の見やすい場所に掲示すること。

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

定期的に実施している非難、救出その他必要な訓練について、非常時における地域住民との連携や体制づくり
を図るため、地域住民にも参加いただくよう努めること。

運営推進会議
運営推進会議の記録を作成すること。

運営推進会議の記録を事業所の見やすい場所に掲示するなどして公表すること。

運営規程・
重要事項説明書

運営規程と重要事項説明書を制度改正後のものに改定すること。（３割負担に関する記載がない）

運営規程と重要事項説明書に必要な事項を記載すること。

運営規程と重要事項説明書を実情との整合を図ること。

サービス提供
の記録

サービス記録に利用時の様子も記載するよう努めること。（欄を「特記事項」ではなく「普段の様子」とする
など）

連絡票やサービス記録に、利用時の様子をさらに詳しく記載するよう努めること。（利用者家族との共有や、
スタッフ間の対応・検討に活かすため）

サービス計画
の作成

事業所の屋外でサービスを提供する場合は、あらかじめサービス計画に位置付けること。

提供したサービスの実施状況や目標の達成状況について、短期目標だけでなく、長期目標も設定し、段階的な
サービス提供及びモニタリングに取り組むこと。

サービス計画の目標について、居宅介護支援計画の転記ではなく、地域密着型通所介護事業所として取り組む
具体的な内容を盛り込むこと。

サービス計画における内容について、定型内容とせず、アセスメントした内容を活かしたものとするよう努め
ること。

介護報酬の
算定・取扱い

個別機能訓練加算Ⅱにおける計画書の目標設定について、身体機能の向上を目的とせず、具体的な生活機能の
維持・向上を目的として目標設定すること。（身体機能向上を目的としているのは個別機能訓練加算Ⅰ）

算定に関する記録について、さらに詳細（日時、担当職員、中止時の状況・理由など）に記録すること。

介護職員処遇改善加算における職員に対する周知について、給与内容だけでなく、そのほかの加算に関する要
件についても周知徹底すること。

実地指導における指摘事項②（地域密着型通所介護）



令和元年度

実地指導における重点事項
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令和元年度実地指導重点事項
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（１）「一連のケアマネジメントプロセス」の理解

（２）各種加算の算定要件の理解

（３）人員基準の遵守状況の確認

（４）非常災害対策計画の策定状況の確認

令和元年度の実地指導においては、以下の４項目を重点事項として実施します。

○実地指導について
「サービスの質の確保と向上」、「高齢者の尊厳の保持」、「高齢者虐待防止法の趣旨」、
「適正な介護報酬請求」等を踏まえ、施設又は事業所において関係書類を基に確認し指導等
を通じて、育成・支援を行うことで、制度管理の適正化とよりよいケアの実現を目的とする
ものです。

○根拠について
介護保険法第２４条（帳簿書類の提示等）



重点事項（１）「一連のケアマネジメントプロセス」の理解
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下記の項目等についてヒアリングする場合があります。

「一連のケアマネジメントプロセス」の理解及び実践状況

【十分な個別アセスメント】

▷固定化した情報となっていないか。 ▷情報収集は適切な方法を用いて行っているか。等

【課題分析】

▷利用者の状態を改善するための課題やニーズの把握が行われているか。

▷利用者の状態の悪化の防止又は悪化のスピードを遅らせる事への有効策の模索が行われているか。等

【個々の利用者の特性に応じたサービス計画の作成】

▷達成すべき具体的な短期目標・長期目標がケアプランの中でつながりをもって設定されているか。等

【多職種による意見調整の場としてのサービス担当者会議の開催】

▷利用者に関わる多職種が参加する会議が定期的に，また必要に応じて開催されているか。等

【モニタリング】

▷ケアプランの有効性の検証ができているか。等

【サービス計画の変更等】

▷どのような経過をたどってケアプランを変更しているか。等

（厚生労働省「介護保険施設等実地指導マニュアル（平成22年３月改訂版）」より）



重点事項（２）各種加算の算定要件の確認
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○各種加算の算定要件の理解促進

▷多職種協働による取り組み状況（個別機能訓練加算など）

▷報酬基準に基づいた実施体制の確保状況（サービス提供体制強化加算など）

▷一連のケアマネジメントプロセスに基づいたサービス提供状況

○各種記録の整備

▷加算に係る個別計画の作成状況・内容（個別機能訓練加算など）

▷加算に係るサービス提供記録、業務記録等の作成状況・内容（入浴介助加算、送迎減算など）

▷前年度実績等に係る加算・減算の実績確認結果の整備（サービス提供体制強化加算など）

▷多職種協働による取り組みに関する記録の整備（認知症専門ケア加算など）

○その他

▷同一建物減算の確認

▷介護職員処遇改善加算の確認

下記の項目等についてヒアリングする場合があります。

実地指導時点で加算及び減算に係る誤った解釈、認識の不足等から届出内容と相違したサービスが提供
されていることが確認された場合には、過誤調整が必要となります。

各種加算及び減算の基本的な考え方、請求の方法等について十分な理解に努めて頂くようお願いします。



重点事項（２）各種加算の算定要件の確認
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各種加算の算定要件の確認の際には、介護報酬算定に係る「加算等自己点検シート」、「加算・減
算適用要件一覧」をご活用ください。

なお、「加算等自己点検シート」については、実地指導の際に事前提出資料として提出していただ
く資料の一つとしています。

※「加算等自己点検シート」、「加算・減算適用要件一覧」は、岩沼市ホームページに掲載してい
ます。

〔例：地域密着型通所介護費の自己点検シートの一部〕 〔例：地域密着型通所介護費の適用要件一覧の一部〕



重点事項（２）各種加算の算定要件の確認
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【介護職員処遇改善加算について】
□ 賃金改善額に計上できない費用について計上していないか。

キャリアパス要件や職場環境要件を満たすための取組に要する費用については、賃金改善の実施に要す
る費用に含まれない。（平成27年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2）
例：研修に係る参加費、教材費や交通費等は賃金改善額に含まれない。

□ 対象外の職員に対する賃金改善分も賃金改善額に計上していないか。
本加算の対象となる職員は「介護職員」に限られる。
介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とする事は可能であるので、賃金改善を

行う方法等について派遣元と相談した上で、計画書や実績報告書について，対象とする派遣労働者を含め
て作成すること。（平成27年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2）

□ 賃金改善実施期間が、加算の算定月数と異なっていないか。
賃金改善実施期間は加算の算定月数と同じ月数とすること。

（平成24年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3）

□ 賃金改善の対象外とする一部の介護職員についての周知を行っているか。
介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであるので、

本要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能であるが、事業者は、賃金改善の対
象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について計画書に明記して職員に周知をすること。
（平成27年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2 ）

□ 「特別な事情に係る届出書」を処遇改善加算計画書に添付し，引き下げた賃金水準で計画を策定してい
ないか。

「特別な事情に係る届出書」は年度途中でやむを得ない理由により介護職員の賃金水準を引き下げる場
合に提出するものである。計画書作成の段階で引き下げた賃金水準とするため提出することは想定されて
いない。（宮城県が国に確認した事項）



重点事項（３）人員基準の遵守状況の確認
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人員基準の遵守状況について、勤務表、雇用契約書等の書類により確認させていただきます。
また、下記の項目等についてヒアリングを行う場合があります。

【勤務表】

・日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従・兼務の別、職種について明示されていますか。

【雇用契約書（辞令）】

・勤務表と一致していますか。

・雇用期間満了日を経過していないですか。

【資格証】

・資格要件のある職種について資格証（写）を備えていますか。

・資格の有効期間満了日を経過していないですか。

（更新が必要なものは更新がされているか。）
【秘密保持のための措置】

・誓約書等で秘密保持のための措置がとられていますか。
・就業規則等で明記し、十分な周知を図っていますか。

【遵守状況の確認方法】
・人員基準（加算要件の人員要件を含む）を満たしていることのチェックはどのようにしていますか。 など

人員基準欠如減算について
指定基準に定められた員数の従業者を配置していない場合は、介護報酬が減額されます。
また、人員基準が欠如した状態が継続した場合、指定が取り消されることがありますので、基準の遵守に

努めてください。
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『岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関す
る基準』は、岩沼市の条例において定められています。（平成25年４月施行）

○条例には、国の基準に加え、岩沼市独自基準（宮城県に準拠）として、

① 災害の種別に応じた具体的計画の策定

② 非常災害計画の掲示

③ 食糧等の備蓄、自家発電装置等の確保

④ 他の社会福祉施設等との連携や協力体制の確保（②～④は努力規定） が規定されています。

○今年度の実地指導においては、上記①～④について、各事業所・施設の遵守状況を確認させていただきます。

非常災害対策マニュアル作成のポイント

○「介護保険事業所等における非常災害対策マニュアル作成のポイント」が
宮城県のホームページに掲載されているので、ご活用ください。

参考URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/hijousaigai.html

○各事業所・施設におかれましては、当該「非常災害対策マニュアル作成のポイント」に沿って、
事業所・施設の個別計画について点検を行い、不足等があれば計画の見直しを行ってください。

○まだ個別計画を策定していない事業所・施設におかれましては、「非常災害対策マニュアル作成のポイン
ト」を参考に、早急に災害の種別に応じた具体的計画を策定してください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/hijousaigai.html
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令和元年１０月に予定されている消費税率の引き上げに伴い、『居宅介護サービス等の区分
支給限度基準額』及び『介護保険施設等の基準費用額』が下記のとおり改定されました。

（平成３１年３月２８日付け官報公布「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を
改正する件」（平成31 年厚生労働省告示第101 号））

区 分 変更前 変更後

要支援１（事業対象者） 5,003 単位 5,032 単位

要支援２ 10,473 単位 10,531 単位

要介護１ 16,692 単位 16,765 単位

要介護２ 19,616 単位 19,705 単位

要介護３ 26,931 単位 27,048 単位

要介護４ 30,806 単位 30,938 単位

要介護５ 36,065 単位 36,217 単位

基準費用額（日額）

食 費

居 住 費

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型個室 多床室

特養・
短期入所等

老健等
特養・

短期入所等
老健等

変更前 1,380円 1,970円 1,640円 1,150円 1,640円 840円 370円

変更後 1,392円 2,006円 1,668円 1,171円 1,668円 855円 377円

【居宅介護サービス等の区分支給限度基準額】

【介護保険施設等の基準費用額】
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前ページと同じく、令和元年１０月に予定されている消費税率の引き上げに伴い、『指定地
域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準』が改正（報酬改定）されました。

（平成３１年３月２８日付け官報公布「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を
改正する件」（平成31 年厚生労働省告示第101 号））

区 分 改定前 改定後

要介護１ 735 単位 739 単位

要介護２ 868 単位 873 単位

要介護３ 1,006 単位 1,012 単位

要介護４ 1,144 単位 1,150 単位

要介護５ 1,281 単位 1,288 単位

【例】地域密着型通所介護費（所要時間７時間以上８時間未満の場合）

【改正に伴う重要事項説明書の変更】

消費税率の引き上げに伴う改定により、重要事項説明書等の変更が必要になると想定されますので、
利用者への説明を含め、滞りなくご対応いただきますようお願いします。

※各サービス種別における改正後の単位数については、集団指導のホームーページ掲載資料のうち
【持参不要】としておりました『介護保険最新情報 Vol.704』における下記の該当ページをご参照く
ださい。

・地域密着型サービス ⇒ Ｐ９０ ～ Ｐ１０５
・地域密着型介護予防サービス ⇒ Ｐ１２９ ～ Ｐ１３４


