
No. サービス

種別
ご意見等 担当課 回　　答

1 共通 【集団指導の実施方法等についてのご意見】

・実施期間が短かかった（複数日にしてほしい）

・動画の視聴時間（長さ）について事前に知らせてほしかった

・請求の時期は避けてほしい

・動画ごとに音量にバラつきがあり聞き取りにくかった

・資料をモノクロ印刷にすると見づらかった

・資料の量が多すぎる

保健福祉課 　貴重なご意見ありがとうございます。ご不便、ご迷惑をお掛

けいたしまして誠に申し訳ございませんでした。来年度の開催

に向けて、改善に努めて参ります。

2 共通 【今後、集団指導で取り上げて欲しい内容】

・令和３年度報酬改定に関する詳細（マニュアルの作成方法、注

意事項など）

・計画書など各種様式に必要となる事項、内容、ひな型

・サービス内容のグレーゾーン等の事業所向けの説明会の開催

・サービス種別ごとに開催してほしい

・ダメな事例ではなく、ここまでやっておけば大丈夫という例

・研修のテーマ例や、研修時に参考になる書籍や動画、外部研修

などを紹介して欲しい

・監査を行った事例の詳細

・1人ケアマネの場合の感染症対策、虐待防止などの研修実施の

考え方・実施の仕方

・給付管理や介護報酬請求における注意点等

・加算の算定や変更届について

・コロナ対応について(人員基準、サービス担当者会議の開催方法

等)

・災害時（先の水害時等）にケアマネとしてどこまでの支援が出

来るか

・居宅サービス計画の「軽微な変更」の考え方について

保健福祉課 　貴重なご意見ありがとうございます。来年度の開催に向けて

参考とさせて頂きます。

3 居宅介護

支援

計画案を作成した場合、利用者や家族に対し説明を行い、文書に

より同意(署名等）を得なければならない…について、当事業所

は、署名、捺印を頂いていますが、ケアプランの同意欄(署名と捺

印）を削除している事業所もあると聞いています。捺印は不要だ

が、署名は必要との認識でよいでしょうか？

介護保険課

保健福祉課

　貴見の通りです。

　居宅サービス計画への同意については、「指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準」（H11.3.31厚生省令第

38号）第13条第10号において、「居宅サービス計画の原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利

用者の同意を得なければならない」と規定されております。

「文書により同意を得る」ことから、基本的には計画書に利用

者（家族）の署名又は記名押印を求めることが想定されます。

　また、令和３年度の改正により、同意について、電磁的方法

によることが可能となりましたが、この場合も、例えば電子

メールによる利用者等の同意の意思表示が必要となります。

（「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に

ついて」（H11.7.29老企第22号）第２の５参照）

4 居宅介護

支援

コロナ禍でサービス担当者会議を行うに当たっての留意事項等も

ご説明いただけると良かったかと思います。担当者会議を行うに

当たり、感染予防の観点から人数や場所で悩む事があります。ご

自宅が狭く、関わる事業所が多い場合、2回に別けて担当者会議

を行っても良いか、もしくは書面としても良いのかなど、行政側

のお考えを伺えれば幸いです。

保健福祉課 　令和２年２月２８日付「介護保険最新情報vol.773 新型コロナ

ウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時

的な取扱いについて（第３報）」の問９において、感染拡大防

止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用

者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどによ

り、柔軟に対応することが可能であると示されています。

　また、貴見の通り、複数回に分けて実施することも差し支え

ありません。

5 居宅介護

支援

災害時（先の水害時等）にケアマネとしてどこまでの支援が出来

るか？について

処遇改善加算について：事業所の判断により他の職員の処遇改善

に充てることが出来るとありますが、ケアマネも含まれますか？

保健福祉課

介護保険課

　水害時等については、台風の進路などで災害時が起きる前に

ある程度の予想が可能となる場合があります。事前に避難経路

の確認や早めの短期入所等の先を見越したサービス調整を行う

ことで、被害を回避できる可能性も考えられます。普段から利

用者と緊急時の避難方法について事前に取り決めておくことが

重要と思われます。

　処遇改善加算については、居宅介護支援事業所は対象外で

す。

令和４年度　介護保険サービス事業所等集団指導講習会　質疑応答一覧表



6 居宅介護

支援

業務継続計画作成についてわかりやすい資料があれば教えてほし

い。

保健福祉課

介護保険課

　厚生労働省のホームページにおいて、作成の手引きやひな

型、説明動画が掲載されておりますのでご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukush

i_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

7 居宅介護

支援

軽度者に対する福祉用具の福祉用具貸与事業所の皆様への中で、

サービス記録と併せて保存する際に、「ケアマネ等から認定調査

票の写しを受領して頂ければ」との説明がありました。

ケアマネは他者や他事業所に認定調査票の写しを渡してはいけな

いとの理解でいましたが、ケアマネから福祉用具貸与事業所へ認

定調査票の写しを渡しても構わないのでしょうか？

渡しても構わないのであれば、認定情報、主治医意見書、認定調

査票（概況調査、基本調査①②、特記事項）がありますが、この

中でどれをお渡しすれば良いのでしょうか？

介護保険課 　利用者からの同意を得たうえで、調査票の写しを福祉用具事

業所へ送付してください。

　調査票の写し・・・「要介護認定等基準時間の推計の方法」

別表第１の調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者

等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回

答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）

【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準につ

いて】解釈通知　第１３条　二十二関係（抜粋）

介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具

貸与事業者へ提示することに同意を得たうえで、市町村より入

手した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を指

定福祉用具貸与事業者へ送付しなけらばならない。（要支援の

方も同様）

8 居宅介護

支援

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い

（コロナ延長）への対応についての表記ですが、〝コロナ延長で

の確認申請書類の再度の提出は不要です。〟との内容で、【確認

申請書類】とは、どのような書類でしょうか？

介護保険課 　（要介護認定についての質問ではなかったとのこと。）コロ

ナ延長の手続きについては、通常通り更新申請書の提出が必要

となっております。申請書の余白に「コロナ延長」と記載願い

ます。

9 居宅介護

支援

介護保険12か月延長の場合には更新申請書が必要ないという意味

でしょうか？認知症対応マニュアルの具体的な内容等です

介護保険課 12か月延長であっても、更新申請書の提出は必要です。申請書

の余白に「コロナ延長」と記載願います。

10 居宅介護

支援

軽度者に対する福祉用具貸与は令和4年7月現在、貸与中の方も令

和4年8月末までに確認申請書等必要書類を提出するのでしょう

か？

介護保険課 　現在貸与中の方において、８月中に改めての確認申請書の提

出は不要です。

11 居宅介護

支援

居宅サービス計画の変更のうち「軽微な変更」の考え方につい

て、いわき市として指導の範囲での考え方など文章で出して頂け

ますとありがたいです。

介護保険課 貴重なご意見ありがとうございます。

今後、検討させていただきます。

12 居宅介護

支援

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務

の弾力対応について、いわき市の感染状況によって事業所で判断

しているところですが、新型コロナ感染症への対応についてもう

少し踏み込んでいわき市の見解を示してほしかったです。随時、

事務連絡、介護保険最新情報などの確認はしているところです

が、保険者であるいわき市のいわゆるローカルルールの確認をし

たいと思っています。

介護保険課 　貴重なご意見ありがとうございます。

　新型コロナウイルス感染症の取り扱いについては、日々、国

の動向等により基準が変化しており、ご指摘のあったような指

針の作成に追いついていない状況にあります。

　新型コロナウイルス感染症については、いわき市保健所の

他、いわき市病院協議会のFacebookに介護事業所向けの感染対

策勉強会の動画等も公開されているため、御覧頂ければと思い

ます。

13 居宅介護

支援

勤務表は、一人で行なっている事業所でも必要でしょうか？ 保健福祉課 　１名で運営されている事業所の場合でも、勤務表を作成して

ください。

14 居宅介護

支援

各委員会の設置を同敷地内にある事業所と合同で行っても良いも

のでしょうか？

保健福祉課 　居宅介護支援事業者の場合、感染対策委員会及び虐待防止検

討委員会を設置する必要がありますが、解釈通知によれば、他

のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えないと

されています。よって、他事業所と合同で実施することが可能

です。

　なお、感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が１

名である場合は、感染症の予防及びまん延防止のための指針を

整備することで、委員会を開催しないことも差し支えないとさ

れています。この場合は、指針の整備について、外部の感染管

理等の専門家等と積極的に連携してください。

15 居宅介護

支援

防災ラジオの貸与の情報を受け、避難行動要支援者登録者へ伝達

したいと思います。緊急時に避難が必要な場合は、登録者には地

域の支援の連絡がどのように入るのか、再度確認できたら良いと

思いますが、地域にはどのように周知されているのか、情報共有

できればと思います。

保健福祉課 　避難行動要支援者名簿は自主防災組織、行政区、消防団、民

生・児童委員、地域包括支援センター、社会福祉協議会、警察

機関に提供し、地域に支援の必要な方がどれだけいるかを共有

しています。

　また、自力避難が困難な要支援者に対して個別避難計画を作

成する予定です。災害時の避難行動を要支援者本人とその家

族、地域の支援者等と話し合いながら作成することで実効性の

高い計画の作成と、平常時からの防災・避難意識の醸成を図り

ます。



16 居宅介護

支援;地域

密着型通

所介護

新型コロナウイルス陽性者が発生した場合は「介護保険課　長寿

支援係」へだけの報告でよいのか、または「保健所」への報告も

必要なのでしょうか？

「介護保険課」と「保健所」両方への報告が必要な場合は役所内

で情報を共有しどちらか１カ所だけへの報告で済むようになって

いるのでしょうか？

介護保険課 　新型コロナ感染症が発生した場合、介護保険課へは、➀発生

届、➁休業届（休業する場合のみ）をご提出ください。

　保健所では、陽性者の行動歴を確認する必要があることか

ら、別途ご連絡をお願いいたします。

17 居宅介護

支援;訪問

介護

利用者様呼び方について御本人より「ちゃん付け」で読んで欲し

いとのご希望がある。虐待防止の関連からどの様に対処すればよ

いのか？

保健福祉課

権利擁護

　利用者からの希望であっても、ちゃん付けで呼ぶことは不適

切と考えられます。そのような呼び方はできないことを説明

し、理解を得るよう努めてください。

18 地域密着

型通所介

護

新型コロナウイルスに対する予防対策については十分確立されて

きましたが、今後事業所で感染が確認された際のマニュアル（検

査方法や休業期間など）が欲しいです。特に休業期間などは各事

業所で対応が違うため指針があると助かります。

保健福祉課

介護保険課

　貴重なご意見ありがとうございます。

　新型コロナウイルス感染症の取り扱いについては、日々、国

の動向等により基準が変化しており、ご指摘のあったような指

針の作成に追いついていない状況にあります。

　新型コロナウイルス感染症については、いわき市保健所の

他、いわき市病院協議会のFacebookに介護事業所向けの感染対

策勉強会の動画等も公開されているため、御覧頂ければと思い

ます。

19 地域密着

型通所介

護

全ての押印を不必要にしてほしい。 保健福祉課

介護保険課

　令和３年４月から、契約書等を除く行政手続きにの書類につ

いては、ほとんど押印不要とさせて頂きました。

　ただし、現時点では書類等の全ての押印を不要とする旨の法

整備はなされておりません。よって、押印が必要となる書類は

引き続き適切に押印の上、作成してください。

20 地域密着

型通所介

護

災害計画について、策定するのに指針となるものを探すのが困難

でした。事業所の地域で避難場所は変わりますが、大まかな計画

書のマニュアルがあると助かります。

保健福祉課

介護保険課

　非常災害対策計画については、いわき市公式ホームページ

「指定障害福祉サービス事業所等の指定（変更）申請等」に掲

載されています。介護保険サービス事業者の方もご参照くださ

い。各地域の避難所は、別途、防災マップでご確認ください。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/146727806142

7/index.html

21 地域密着

型通所介

護

いわき市において、各サービス毎の運営規程・契約書・重要事項

説明書のモデルをお示し頂けると有難い

介護保険課 　貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせてい

ただきます。

22 地域密着

型通所介

護

市民へのラジオ貸与の件ですが、事業所へのラジオ貸与はないの

でしょうか。

災害対策課 　御意見ありがとうございます。

　現在、要件には含めておりません。参考にさせていただきま

す。

23 地域密着

型通所介

護

利用者様からのハラスメントの事例の報告があるのであれば、そ

の内容と具体的な対策案（例でも良いので）教えて頂きたいで

す。

保健福祉課

介護保険課

　特に具体的な事例はございません。申し訳ございません。

　しかし、厚生労働省のHPに「介護現場におけるハラスメント

対策」に関するマニュアルや研修の手引き等が掲載されており

ますので、参考となればと思います。

24 地域密着

型通所介

護

令和３年度介護保険改定内容について、令和６年まで猶予のある

内容について、詳細や具体的な対応方法をご教授頂ければ有難く

存じます。

保健福祉課

介護保険課

　サービス種別により、報酬改定の内容が多少異なるため、ご

質問に合致するような回答はできかねますが、WAMネットに報

酬改定の内容について詳細に分けられたページがありますの

で、参考までにリンクをご案内します。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/kaigo

fu/kaigofu/kaigofu002.html

25 地域密着

型特別養

護老人

ホーム

１０月からの処遇改善新加算についての説明会を開催してほし

い。

介護保険課 　介護職員等ベースアップ加算については、臨時の報酬改定に

伴い、国からの通知も時間を要したため、未確定情報をお伝え

することはできないことから、申請の受付開始前に説明会を開

催することは難しい状況でした。申し訳ありません。

　疑問点については、個別にお答えしておりますので、介護保

険課までお問い合わせください。

26 通所リハ ここ数年で市内で短時間型のデイサービスやデイケアが増えてい

る印象がありますが、他の介護保険サービスも含め、各サービス

種類ごとのいわき市の事業所の数の偏移が知りたいです。

介護保険課 　介護保険サービスの最新の事業所数については、毎月の事業

所一覧を異動状況を参照いただければと思います。また、第９

次いわき市高齢者保健福祉計画において、市内の施設整備目標

等が掲載されております。

27 通所介護 今後、いわき市で行う予定の介護等に関するセミナーの日程など

ありましたら、再周知いただければと思います。

介護保険課 　昨年度は、12月と2月に介護職員の人材定着支援事業として職

場環境の整備を目的としたセミナーを開催しました。令和4年度

も開催を予定しております。日程は決まり次第通知いたします

ので、ぜひご参加ください。



28 通所介護 コロナ対応について(人員基準等) 保健福祉課

介護保険課

　コロナ感染症に伴い一時的に人員が不足してしまった場合は

やむを得ないものと思われます。

迷った際には、介護保険課まで一度ご相談いただければと思い

ます。

　しかし、人員不足によりサービス提供が出来ない場合は、早

期に収束させるためにも保健所等の指導のもと休業もご検討い

ただければと思います。

29 通所介護;

居宅介護

支援

運営規程等の変更や重要事項等の書類についてですが、他自治体

のようにいわき市独自の雛形があると、改正時の変更もスムーズ

であり、指摘事項となる漏れや抜けもなく行政としても管理しや

すいのではないかと常々思います。

保健福祉課

介護保険課

　貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせてい

ただきます。

30 通所介護;

短期入所;

特別養護

老人ホー

ム;居宅介

護支援

コロナウイルス感染症の感染対策の為、施設への来訪・面会を控

えている中で特別養護老人ホームの計画書へ同意署名をもらえて

いない現状がある。家族へ送付しているが戻ってこない場合や、

電話にて説明し同意を得ている場合の署名はどうするべきか。

保健福祉課

介護保険課

　家族等から情報の開示請求があった場合を考えて対応をする

必要があると思料します。

　家族等から返送がない場合には、返送が必要な旨を電話等に

より複数回お知らせして返送を促します。そのような対応を

取った経過が分かるように、電話等を行った日時、相手方の氏

名、やりとりの内容などを記録に残してください。

　また、電話や代筆によって同意を得た場合には、同意書に確

認日や代筆者の署名、ケース記録等にその経過がわかるよう同

意を得たという詳細な記録（後に証拠となるもの）を残し、ト

ラブルのリスクを下げることが必要と思われます。

　感染症対策のために署名を得ることが難しい場合には、あら

かじめ利用者等の同意を得たうえで、電磁的方法により同意を

得る方法が考えられます。具体的には計画のデータを利用者に

電子メール等で送付・説明し、それに同意する旨を利用者等か

ら返信してもらう等の方法が考えられます。このような方法で

あれば利用者等の同意があることが客観的な記録として残るた

め、実施をご検討下さい。

31 特定施設 ＬＩＦＥ導入に関しての情報提供を希望しております 介護保険課 　LIFEにつきましては、厚生労働省の専用ページを参考にして

いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.

html

32 福祉用具

貸与・販

売

要介護者が非常災害時に一時的な避難場所において必要とされる

福祉用具が適切に利用できる環境の整備等について保険者側の見

解を示して頂きたい。

介護保険課 　非常災害時においては、様々なケースが予想されます。

　申し訳ございませんが、具体例がございましたら、個別に回

答を致しますので、介護保険課までお問い合わせ頂ければと思

います。

33 訪問看護 感染症対対策委員会は併設の医療機関と合同でもよろしいので

しょうか？

保健福祉課 　訪問看護事業所の場合、解釈通知によれば、他のサービス事

業者との連携等により行うことも差し支えないとされておりま

す。よって併設の医療機関と合同で実施することも可能です。


