
令和４年度
介護保険サービス事業所等集団指導

介護保険課



【資料内容】
（事業所指定関係分）

１ 各種届出について

２ 新型コロナウイルス感染症の対応について

３ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特別処遇改善加算について

４ 福祉介護人材育成定着支援事業について

５ 事故報告について

６ メールアドレス登録のお願いについて



各種届出について

⑴ 届出書に係る押印省略について

〇令和３年４月以降は、介護保険法に
係る介護サービス事業所の届出書等に
おける押印については、原則不要とな
りました。

〇届出様式中、届出者部分の「㊞」の
記載が削除されましたので、押印不要
で提出可能です。

〇新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、原則郵送とします。

〇書類に不備があった場合には、再送
による手間や郵送料が発生することか
ら、送付前に 封入書類の確認を必ず
行い、提出書類が不明な場合には、電
話にて確認を行った上で発送するよう
にしてください。



各種届出について

⑶ 提出先・提出期日等

〇申請に要する各種様式は、いわき市のホーム
ページに掲載しています。

〇必要な添付書類については、一覧表などを確
認の上、漏れが無いようにお願いいたします。

◆いわき市トップページから

⇒事業所の方へ⇒福祉・介護

にアクセスして必要な書類をダウンロードして
ください。

◆URL：
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/genre/10001000
00286/index.html

⑷ 各種様式のダウンロードについて



地域密着型事業所と
別れているので注意！





👈事業所に変更事項が
あった場合人員体制や
運営規定など



基本的に
届出書と付表は
セットで提出です。





👈加算の取得・変更の場合

加算の新規算定・変更の場合、
根拠となる添付書類がそれぞ
れ異なりますので、一覧等で
ご確認ください。



各種届出について
⑸ よく見られる間違いや不備等の例について

〇届出書の不足
※介護サービスと予防介護サービス（総合事業）どちらか片方しか届出書が提出されていない
例が見られます。お手数をおかけしますが、両方実施している場合は、各々の届出書を
提出してください。

〇添付資料の不足
※特に付表の添付もれ（届出書+付表は基本的にセットで提出いただくようお願いします。）
※加算を変更する根拠となる添付資料一覧等をご活用ください。

〇届け出様式の間違い
※地域密着型とそれ以外、様式が異なりますので、よくご確認願います。

◆不備があった場合、当課担当から事業所の担当者様に確認をさせていただきますが、
変更内容が期日までに正しく国保連に報告されていなかった場合、介護請求がエラーとなる
場合もありますので、申し訳ありませんが、届出書の提出の際は今一度ご確認くださるよう
よろしくお願いいたします。



新型コロナウイルス感染症の対応について

⑴ 感染拡大の防止について （引き続きおねがい）

施設でのクラスターの発生を防止する観点から、

◆換気の悪い密閉空間

◆多数が集まる密集空間

◆間近で会話や発声をする密接場面

といった（いわゆる３つの密）を避けるとともに、面会方法の工夫や委託業者等

からの物品等の受け渡しは玄関等の限られた場所で行うなど、引き続き必要な対策を

徹底いただき、高齢者福祉施設における感染拡大の防止に努めていただくよう

お願いします。



新型コロナウイルス感染症の対応について

⑵ 陽性者発生時の報告について

◆事業所において新型コロナウイルス感染症が発生した場合には、

『高齢者保健福祉施設等における感染症等発生報告書』等により、

速やかに介護保険課まで報告をお願いします。

【報告様式】 ➀ 高齢者保健福祉施設等における感染症等発生報告書
※添付書類：平面図、発生及び感染状況がわかるもの、感染者名簿等

➁ 施設運営状況

【提出先】 介護保険課 長寿支援係 宛て
FAX：0246-22-7547



新型コロナウイルス感染症の対応について

⑶ 休業届について

◆感染拡大防止の観点から保健所からの指導等により特に必要と考えられ、止むを
得ない理由でサービスの全部又は一部の休業を行う場合には、利用者に対し休業の
事実や代替サービスの確保について丁寧な説明を行い、支援が必要な利用者に対し
ては居宅介護支援事業所（担当のケアマネジャー等）と連携し適切な代替サービス
の確保を行うなどの対応をお願いいたします。

併せて、参考様式『指定介護サービス事業所等休業届出書』を提出してください。

【報告様式】 〇指定介護サービズ事業所等休業届出書
※添付書類：長期休業により利用者を他の事業所等へ振り分けた場合には、
対応状況がわかる資料（名簿等）も添付してください。

【提出先】 介護保険課 長寿支援係 宛て（郵送）



新型コロナウイルス感染症の対応について
⑷ 高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について

◆高齢者施設等における感染対策については、普段からの健康管理やマスクの着用、
手指消毒等といった基本的な感染対策が重要であるとともに、感染症発生時に備え、
感染防護具の着用、ゾーニング等の感染管理、職員の確保等について、シミュレー
ションを実施することが重要とされています。事業所の感染対策の実施等にあたり
活用可能なツール等や感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について厚生
労働省から通知がありましたので、職員等で共有いただき、ぜひご活用ください。

◆厚生労働省ホームページ

トップページ ➡ 政策について ➡ 分野別の政策一覧

➡ 福祉・介護➡ 介護・高齢者福祉

➡介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ





処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算について

◆令和３年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得した
事業所においては、実績報告が必要となります。実績報告書が提出されない場合、
加算の返還や事業所の指定取消し等の行政処分となることがありますのでご注意
ください。

※なお、令和３年度の実績報告であり、令和４年度分ではありませんので、

お間違えの無いようお願いいたします。

※また、令和４年５月16日付厚生労働省通知（老発0516第１号）により

実績報告書の様式が変更されていますので、提出の際はお間違えの無いよう

新しい様式をダウンロードの上、提出をお願いします。

（介護保険最新情報 vol.1075）



処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算について

(d)欄

（旧）
介護職員処遇改善支援補助金及び介護
職員等ベースアップ支援加算（仮称）
の総額

（新）
処遇改善補助金による賃金改善の総額



処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算について

⑴ 提出書類

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

⑵ 書類提出先及び提出方法

新型コロナウイルス感染拡大防止及び窓口混雑回避の観点から、郵送受付も可能と
しますので、

下記の提出先に期限までにお送りください。

▶提出先：〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 介護保険課長寿支援係 宛て

※ 封筒に「処遇改善加算等実績報告書」と記載してください。

⑶ 提出期限

令和４年７月29日（金）



処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算について

⑷ その他

・当該加算を算定していない事業所は、上記書類は提出不要です。

・次年度の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限は、

年度末を予定しておりますので、書類提出の管理をお願いします。

⑸ 様式の掲載場所

市ホームページ ＞ 事業所の方へ ＞
福祉・介護 ＞ 介護保険事業者の申請・届出等 ＞
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算













事故報告について

⑴ 令和３年度事故報告件数と分析

【サービス系統別】

◆事故発生の傾向として、入所施設や通所施設といった利用時間の長い利用者の
“生活の場”で多く発生していことから、生活のあらゆる場面で事故が起こりうる
といった特徴があります。事業所においては、利用者の特徴をよく理解し、事故の
防止に努めることが重要です。

年度 入所系 通所系 訪問系 合計

令和３年度 185件 44件 ２件 231件

令和２年度 222件 40件 ２件 264件

令和元年度 202件 20件 １件 223件



事故報告について
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〇要介護度別においては、要介護２以上から事故のリスクが高まっている傾向が見られます。
〇年齢別においては、85歳以上から事故のリスクが高まる傾向があります。



事故報告について
【事故内容内訳】

◆最も多い介護事故は、179件の骨折事故で、そのうち93件（52％）が大腿部の骨
折事故が半数を占め、次いで腕の骨折が14件（7.8％）、腰椎骨折13件（7.3％）が
多く発生した傾向があります。

⑵ 事故報告の目的について

介護保険法に基づく省令等により、指定介護サービス提供時に事故が発生した場
合は、速やかに必要な措置を講じ、家族や市町村に連絡を行うこととされており、
報告された介護事故情報を収集・分析・公表して、広く介護保険施設等に対し、安
全対策に有用な情報を共有し、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの
改善やサービスの質向上に資することを目的としています。

年度 骨折 その他
の外傷

誤薬 誤嚥
異食

褥瘡 食中毒等 失踪 その他 合計

令和３年 179件 23件 9件 5件 2件 2件 0件 11件 231件



事故報告について
⑶ 事故報告の対象について

① 下記の事故については、原則として全て報告してください。

➁ その他報告が必要と認めらる事故

※なお、新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、当事故報告によらず、

「高齢者保健福祉施設等における感染症等発生報告書」にて報告ください。

・死亡に至った事故
・医師の診察を受け、投薬及び処置等の何らかの治療が必要になった事故

・誤嚥、異食、誤薬、食中毒、感染症、失踪、その他（職員の不祥事等）



事故報告について
⑷ 市への報告について

① 別紙様式「事故報告書」を使用して報告してください。

・添付資料については原則不要とするため、可能な限り別紙様式内に詳細

を記入してください。

・市から資料の提出を求められた際には速やかに提出をお願いします。

➁ 報告期限

報告時期 報告期限 留意事項

第１報 事故発生後５日以内 別紙様式内の1～6の項目までにつ
いて可能な限り記入してください。

随時報告 状況の変化等必要に応じて 第１報からの変更点がわかるよう
に記入してください。

最終報告 事故の原因分析や再発防止策等を講じた後
（事故発生後概ね30日以内）

別紙様式内の1～8の項目までを
全て記入してください。



事故報告について

⑷ 市への報告について

③ 報告の方法：郵送又は窓口提出

▶提出先：介護保険課長寿支援係（〒970-8686いわき市平字梅本21番地）

※国の通知では、「市町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出が望まし
い。」となっておりますが、報告書中に個人情報が含まれることから、電子メール
及びＦＡＸでの受付はしませんので、ご了承ください。



事故報告について

⑸ 事故発生時の対応について

① 緊急時体制等の整備

事故発生時に備え、あらかじめ緊急時の連絡網を含む体制やマニュアルを整備し、職員間に
周知をしておくこと。

② 利用者の家族等への連絡

全ての事故について、当事者たる利用者がいる場合には、利用者に対しての応急措置、医療
機関への搬送等必要な措置を講ずるとともに、速やかに家族や担当する介護支援専門員等に
事故の発生状況及び今後の対応等について説明すること。

③ 再発防止の検討

事故発生後は、会議等によりその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものと
する。また、職員（従業員）が日常業務において経験したヒヤリ・ハットの経過やその要因
を分析し、事故発生に対する予防的な取組みを図ること。



📧メールアドレス登録のお願いについて

いわき市では、事業所指定関係届出の際に記載していただいたメールアドレスを
管理しており、事業所にお知らせしたい情報や照会事項があった場合には、一斉か
つ速やかにお伝えできることから、ＦＡＸや郵送よりも優先して活用しているとこ
ろです。
また、メールであれば、データをそのままお送りすることができることから、照

会等の際には、事業所でそのまま活用することも可能となります。
つきましては、事業所のメールアドレスを持っているが届出をしていない、メー

ルアドレスを変更したいという場合は、次のとおり変更事項届出書に記載して届出
するようお願いいたします。



📧メールアドレス登録のお願いについて

＜登録方法＞
〇届出書の提出

サービス種別 届出様式

介護・介護予防 （第43号様式の2の5）
指定居宅サービス事業所等変更事項届出書

地域密着型 （第43号様式の3）
指定地域密着型（介護予防）サービス事業所変更事項届出書

総合事業 （第3号様式）
いわき市介護予防・日常生活支援総合第１号事業者変更届出書


