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１．指導の概況



１．指導の概況

指摘件数（割合） トップ５はR3報酬改定で変化

H30 R1 R3

１位
内容及び手続の説明
及び同意

内容及び手続の説明
及び同意

虐待の防止
衛生管理等

（同率）２位 報酬算定 勤務体制の確保等

３位 運営規程 運営規程
内容及び手続の説明
及び同意
業務継続計画の策定
等
従業員の員数
報酬算定

（同率）

４位 勤務体制の確保等 計画の作成等

５位 計画の作成等 報酬算定



２．運営に関する事項



１．運営規程

○適正な運営および利用者に対する適切なサービス提供の

確保のため、定めることが義務付けられています。

事業者は遵守する必要があります。

○サービスごとに必要な事項が異なるので要注意です。

市公式HP「例規集検索」で基準条例を再確認してください。



指摘事例

ポイント

１．運営規程

必要な事項が不足している

・令和３年度報酬改定により虐待防止が追加されました。

（全サービス共通）

・虐待防止の措置に関する事項は令和６年度より義務化されます。
期限を待たず、積極的に対応をお願いします。



指摘事例

ポイント

１．運営規程

内容と実態が違う／重要事項説明書と整合が取れていない

・特に「従業者の員数」「営業日・営業時間」について変更漏れ
が多いので要確認です。

・体制の変更時は、運営規程・重要事項説明書の変更をセットで
行いましょう。

・従業者の員数は「～名以上」という表記も可です。

※ 運営規程の変更は、市介護保険課に届出を！



２．勤務体制の確保等

○適切なサービスのため、あらかじめ従業員の配置等を定め、人員基
準を満たしているか確認することが大切です。

○併せて従業者の資質の確保・向上や、職場環境の整備も重要です。

○令和３年度報酬改定により、職場におけるパワハラ・セクハラ等の
防止が義務づけられました。



指摘事例

ポイント

２．勤務体制の確保等

勤務表が無い／勤務表に不備がある

・勤務表を作成し、あらかじめ人員基準を満たしていることを確
認しましょう。

・日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係を明確にするこ
とが必要です。

・サービス種別ごとに、毎月の作成が必要です。

・加算の算定要件を満たしているか確認できるようにしましょう。



指摘事例

ポイント

２．勤務体制の確保等

職員研修を実施していない／研修の記録が残っていない

・計画的に研修の機会を確保し、実施した際は確実に記録に残しましょ
う。

・基準により業務継続計画、感染症予防、虐待防止については必ず研修
が必要です。

・特定の資格保有者を除き、認知症介護基礎研修が義務化されます。

・受講内容を回覧するなど、職員間で共有できると全体のスキルアップ
につながります。



指摘事例

ポイント

２．勤務体制の確保等

ハラスメント対策が講じられていない

・職場でのセクハラ・パワハラについて、事業所としての方針を
文書等に規定し、従業員に周知する必要があります（就業規則、
専用のパンフレットなど）。利用者からのハラスメントも内容
に盛り込みましょう。

・相談、苦情に応じ適切に対応するための体制整備も必要です。

・全ての事業所で規定されている必要があります。



３．業務継続計画の策定等

○令和３年度報酬改定により、令和６年度から義務化されます。

○感染症や非常災害の発生時において、

・利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため

・非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画を策定するものです。



指摘事例

ポイント

３．業務継続計画の策定等

内容が感染症または災害のどちらか一方しか策定されていない

・近年増加する災害や、感染症への対策は、どちらも利用者の生
命にかかわるものであり、一方のみでの策定では不十分です。

・令和６年度の義務化に向け、両方の計画の整備を進めましょう。



指摘事例

ポイント

３．業務継続計画の策定等

必要な事項が不足している

・特に「平常時の対応」や「関係機関との連絡体制」が抜けてい
る事例が見られます。解釈通知をよく確認してください。

○感染症に係る業務継続計画

平時からの備え、初動対応、感染症拡大防止体制の確立

○災害に係る業務継続計画

平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携



指摘事例

ポイント

３．業務継続計画の策定等

研修および訓練を実施していない

・いざという時に適切に行動できるよう、研修と訓練をそれぞれ
定期的に実施しましょう。

・研修、訓練内容は記録しておきましょう。

・研修や訓練を通して、計画の改善点などに気付くことで、計画
をよりよいものとしていくきっかけにもなります。



４．衛生管理等

○様々な支援が行われる現場において利用者・従業者の健康を守るた
めに、感染症や食中毒の発生、まん延防止について最大限の配慮が
必要です。

○令和３年度報酬改定で以下の事項が追加され、令和６年度から義務
化されます。

・感染対策委員会の開催と従業者への周知徹底

・感染症のための指針の整備

・感染症のための研修及び訓練の定期的な実施



指摘事例

ポイント

４．衛生管理等

感染対策委員会を設置していない／定期的に開催していない

・以下を踏まえて設置が必要です。

幅広い職種により構成する。

各メンバーの責務と役割分担を明確にしておく。

専任の感染対策担当者を決めておく。

・定期的な開催に併せて感染症が流行する時期に必要に応じて随
時開催しましょう。



指摘事例

ポイント

４．衛生管理等

感染症予防のための指針を整備していない／項目が不足している

・以下の項目が必要です。解釈通知をよく確認してください。

○平常時

環境整備や汚物の処理、手洗い、標準的な予防策 等

○発生時

感染状況の把握、拡大防止策、連絡体制 等



指摘事例

ポイント

４．衛生管理等

研修および訓練を実施していない

・いざという時に適切に行動できるよう、研修と訓練をそれぞれ
定期的に実施しましょう。

・訓練は、机上と実地を適切に組み合わせて実施しましょう。

・従業員の新規採用時にも実施することが重要です。

・研修、訓練内容は記録しておきましょう。



５．虐待の防止

○令和３年度報酬改定により、令和６年度から義務化されます。

○事業者は、高齢者の人格を尊重し、高齢者のため忠実に職務を遂行
する義務を負っています。

○虐待は高齢者の人格や尊厳を傷つけるものであり、未然防止・早期
発見・迅速かつ適切な対応が求められます。



指摘事例

ポイント

５．虐待の防止

虐待防止委員会を設置していない

・以下を踏まえて設置が必要です。

構成員に管理者と虐待防止担当者が含まれていること

他の会議体との一体的な設置運営も可

・１年に１回以上は開催し、結果を従業員に周知しましょう。



指摘事例

ポイント

５．虐待の防止

虐待防止のための指針が整備されていない／項目が不足している

・必要な項目については、解釈通知をよく確認してください。

・特に「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」
において、市への通報を必ず記載してください。



指摘事例

ポイント

５．虐待の防止

研修を実施していない／研修の記録がない

・研修を通して適切な知識を普及させることにより、虐待防止の
徹底を図ることが重要です。

・年１回以上実施するとともに、新規採用時にも必ず実施しま
しょう。



３．処遇に関する事項



１．内容及び手続の説明及び同意

○利用申込者が事業所・サービスを選択する機会を確保するための重
要な手続きです。

○サービス提供に関する重要な事項について、利用申込者が十分に理
解できるよう、分かりやすい書面の交付と丁寧な説明が必要です。



指摘事例

ポイント

１．内容及び手続の説明及び同意

重要事項説明書に必要な事項が不足している

・特に「運営規程の概要」で、運営規程に定められた項目のうち
何かが抜けているケースや、「第三者評価の実施の有無」が抜
けているケースが多く見られます。

・内容に変更が生じた場合は、速やかに変更部分について利用者
に説明し同意を得ましょう。



指摘事例

ポイント

１．内容及び手続の説明及び同意

本人同意が確認できない／家族名などで署名を受けている

・原則、利用者本人の同意を確認することが必要です。

・家族・後見人等が署名をする場合には、代筆者欄をもうけ、代
筆である旨を明確にしましょう。

・また、成年後見人が選任されている場合には、後見人の同意が
必要です。



２．身体拘束等

○身体拘束は、利用者本人に対し、身体機能の低下や精神的苦痛をも
たらすだけでなく、家族を精神的に傷つけたり、虐待の契機となる、
社会福祉施設に対する社会的不信・偏見を生み出す等、様々な危険
性を内包しています。このことから、緊急やむを得ない場合を除き、
原則行ってはいけません。

○事業者は身体拘束の適正化に向けた取り組みが必要です。



指摘事例

ポイント

２．身体拘束等

・以下を踏まえて設置が必要です。

構成員に適正化対応策担当者をはじめ幅広い職種が含まれて
いること

他の会議体との一体的な設置運営も可

・３月に１回以上は開催し、結果を従業員に周知しましょう。

身体拘束適正化委員会を設置していない／定期的に開催していない



指摘事例

ポイント

２．身体拘束等

適正化のための指針が整備されていない／項目が不足している

・特に「身体拘束等の報告方法等の方策」や「指針の閲覧」が抜
けている事例が見られます。解釈通知をよく確認してください。



指摘事例

ポイント

２．身体拘束等

研修を実施していない

・研修は年２回以上実施し、新規採用時にも実施することが必要
です。

・研修の内容は記録しておきましょう。



３．計画の作成等

○居宅サービス計画や個別サービス計画の作成にあたっては、基準に定め
る一連のプロセスを適切に行い、利用者の課題やニーズを的確に把握し
たうえで、計画を作成する必要があります。

○居宅サービス計画（ケアプラン）は、介護支援専門員が作成します。ど
のような生活を送りたいかなどの目標を設定し、その目標に向けて、ど
んなサービスを利用するか、頻度はどのくらいにするか等を決めたもの
です。

○個別サービス計画（通所介護計画、訪問介護計画等）は、ケアプランを
もとに、利用者ひとりひとりに提供される援助内容を示すもので、サー
ビス提供事業所において作成します。ケアプランに反する内容のものは
記載できません。



指摘事例

ポイント

３．計画の作成等

サービス担当者会議を実施していない／記録が無い

・計画の原案を作成した後は、サービス担当者会議の開催により、
計画案の内容について専門的な見地からの意見を求めることが
重要です。

・サービス担当者会議における意見交換や情報共有を通して、効
果的かつ現状に沿ったサービス計画とすることにより、質の高
いサービスが提供されます。

・会議の内容は適切に記録して保管しておきましょう。



指摘事例

ポイント

３．計画の作成等

計画について文書により同意を得ていない／計画を交付していない

・計画案を作成した場合は、利用者やその家族等に対し説明を行
い、文書により同意（署名等）を得なければいけません。

・その後、計画を作成した際は、当該計画を利用者等に交付する
必要があります。

・計画等は５年間の保存が必要です。



指摘事例

ポイント

３．計画の作成等

モニタリングを実施していない／モニタリングの記録がない

・計画作成後も、その実施状況や課題の変化等を把握するために、
定期的なモニタリングが必要です。

・原則として利用者等と面接して行います。

・モニタリングの結果は必ず記録に残しておきましょう。

・結果を踏まえて、計画の変更が必要かどうかの検討を行いま
しょう。



４．報酬に関する事項



指摘事例

ポイント

１．基本的事項

請求と実態が異なっている

・次のような場合は過誤調整が必要です。サービス提供記録を適
切に作成の上、しっかり確認しながら請求を行ってください。

サービス提供回数と報酬請求回数が合わない

サービス提供時間より多い時間数で請求している

キャンセルで実際にサービス提供していないのに請求してい
る



指摘事例

ポイント

１．基本的事項

加算要件を満たしていない／要件充足が明確でない

・次のような場合には、課過誤調整が必要になります。

加算要件を満たしていると思っていたが、実は満たしていなかった

記録を残しておくことが算定要件だが、記録の内容が不十分だった

・報酬告示や留意事項をよく読み、算定要件についてきちんと把握しま
しょう。

・算定要件を満たしていることが客観的に分かるよう、書類を整備しま
しょう。



指摘事例

ポイント

１．基本的事項

適切に減算していない

・次のような場合には減算の対象となる場合があります。

人員基準を満たせていない場合

利用定員を超過している場合 など

・減算をしていなかった場合には過誤調整が必要となります。



指摘事例

ポイント

２．介護職員処遇改善加算

算定要件となる資料が作成されていない／不備がある

・よくあるケースは、「資質向上の目標及び具体的な計画が策定
されていない」、「処遇改善の取組みについて、就業規則、賃
金規程等に規定されていない」場合です。

・届出の前には必ず根拠書類を作成し、適切に保管しておきま
しょう。

・場合によって返還や指定取消等の対象となる可能性があります。



指摘事例

ポイント

２．介護職員処遇改善加算

計画書について全ての福祉・介護職員に周知していない

・全ての介護職員を対象に周知が必要です。

・一部職員にだけ周知している、周知内容が不足している場合に
は要件を満たしているとは言えません。

・掲示する、書面で配布する等により、全職員に周知しましょう。

・職員から内容について質問があった場合には、分かりやすい文
書で示すなど、職員が理解できるよう努めましょう。



法令を遵守し、よりよいサービスを

提供していきましょう！

ご清聴ありがとうございました。


