
３．介護サービスの質の確保と介護給付適正化について 

（６）令和３年度実地指導の状況 
 

 

出雲市では、介護保険法第２３条に基づき、介護給付当サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、指定期

間中の６年に１度、市内地域密着型サービス施設・事業所及び居宅介護支援事業所に対し、実地指導を実施しています。 

 

 

１．指導概要 

 ⑴ 日程 

   指導実施の約１か月前に、担当者から日程調整の連絡をし

ます。 

   基本的に平日９：００～１１：００の間に実施します。 

  ※指導状況によっては、時間の延長や資料の借用等をお願い

することがあります。 

 ⑵ 人数 

   高齢者福祉課介護給付係から２～３名の職員が指導に伺い

ます。 

   施設・事業所側には、管理者、介護報酬請求事務担当者等

のご対応をお願いします。 

 

 

 

 

２．指導件数（R3.4.1～R4.2.28） 

⑴ 地域密着型通所介護            ７事業所 

⑵（介護予防）認知症対応型通所介護     １事業所 

⑶（看護）小規模多機能型居宅介護      ２事業所 

⑷（介護予防）認知症対応型共同生活介護   ９事業所 

⑸ 地域密着型介護老人福祉施設        １施 設 

⑹ 居宅介護支援                           １４事業所 

 

 

資料８ 
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３．指導事項一覧（全サービス共通）                              ※  ：指導を行ったサービス種類 

 

地デイ 認デイ 小多機 ＧＨ 小特養 居宅

同意日の日付、説明者の氏名等の記入や押印等に漏れがある。
同意の取り交わし後は、必ず各項目に記入漏れがないか確認する
こと。

行政に届出のない加算の説明が記載されている。
該当項目を削除するか、現在事業所で算定している加算と、算定
していない加算の見分けがつくようにすること。

記載されている職員の員数と実際の従業員数に齟齬がある。 従業員数に増減があった場合、逐一記載内容を更新すること。

別紙料金表等で、利用者の自己負担割合が１割又は２割までと記
載されている。

平成３０年８月から、利用者の自己負担割合は１割～３割となっ
ている。３割負担の利用者にも対応した料金を記載すること。

記載内容について、運営規程と齟齬がある。 齟齬がないよう修正すること。

平成３０年度介護報酬改定について、平成３０年４月以前に契約
を締結している利用者に対して、文書の交付及び説明を行ってい
ない。

対象者に対して速やかに対応すること。なお、自己点検により確
認のうえ、当該状態が解消されるに至った月の前月までについ
て、過誤調整により介護給付費の自主返還を行うこと。

令和３年度介護報酬改定について、サービスの提供開始に際し、
文書の交付及び説明を行っていない。

令和３年４月以降に契約を結んでいる利用者に対しては速やかに
対応すること。
令和３年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次の計
画の更新時に説明を行うことが望ましい。

令和３年度介護報酬改定に関する文書を交付して説明し、同意を
得ているが、同意書に具体的な変更内容が記載されていない。

説明内容を記載した同意書に署名を得ること。

（定期的な）避難訓練が実施されていない。
年度当初に訓練計画を作成し、必ず半年に１回は避難訓練を実施
すること。なお、訓練の内容は火災想定だけでなく、風水害を想
定したものも実施するのが望ましい。

避難訓練の実施記録が作成されていない。
避難訓練実施後は、実施日、参加者、訓練内容、反省及び改善点
がわかる資料を作成し、保管すること。

防災マニュアルや緊急連絡網に記載のある、職員名や利用者及び
その家族の氏名が更新されていない。

職員の増減や利用者の利用開始及び終了時には、見直しと更新を
行うこと。

苦情に関する記録が作成、保管されていない。
苦情を受け付けた場合は、当該苦情の受付日、内容等を必ず記録
し、２年間保管すること。

苦情相談窓口として重要事項説明書等に記載のある出雲市高齢者
福祉課その他の機関の電話番号等が更新されていない。

機関名、電話・ＦＡＸ番号の見直しと更新を行うこと。特に電話
番号については、代表番号ではなく、担当課等の直通の番号を記
載すること。

第三者委員の任期満了に伴う再任の取り交わしがなされていな
い。

第三者委員を設置する場合、必ず任期を確認し、定期的な再任の
取り交わし等を行うこと。

指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第32条

指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第3条36

2

3

非常災害対策

苦情処理

根拠条文等項目

指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第3条7

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 第4条

指導を行った施設・事業所
No

1 重要事項説明書

指導内容指摘事項
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地デイ 認デイ 小多機 ＧＨ 小特養 居宅

事業所内での職員研修の計画、（定期的な）実施がなされていな
い。

事業所内での職員研修は、必ず年度当初までに実施計画を作成
し、継続的に実施すること。
なお、新型コロナウイルス感染症対策により、職員が一堂に会す
る形式での実施が難しいと判断される場合でも、少人数での研修
を複数回実施したり、ウェブ研修等の方法を用いて対応するこ
と。

研修の実施記録が作成、保管されていない。
研修実施後は、実施日、参加者、研修内容、研修実施時に不在
だった職員への資料回覧等を行ったことがわかる内容の記録を作
成し、保管すること。

職員の退職後、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密の漏洩
があった場合について、損害賠償等の必要な定めを置いていな
い。

就業規則又は入退職時の誓約書において、雇用中だけでなく、退
職後の情報漏洩に関する賠償等の必要な定めを置くこと。

個人情報保護に関する利用者又はその家族の同意が得られていな
い。

サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は
利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の
同意を、あらかじめ文書により同意を得ること。

6
処遇改善加算・特
定処遇改善加算

処遇改善計画書の提出時、職員への周知がなされていない。
計画書提出にあたっては、事前に改善計画の内容（賃金改善額、
支給の方法等）を全従業者に周知し、周知したことが客観的にわ
かる資料を保管すること。

令和3年3月16日付老発0316第4
号「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に
関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示につ
いて」

居宅サービス計画書と同じ内容で計画が作成されている。
居宅サービス計画書の内容を踏まえ、独自の目標設定や取組を検
討し、記載すること。

サービスの利用開始後に計画の作成、同意の取り交わしをしてい
た。

計画の作成、同意の取り交わしは、必ず利用日以前に行うこと。

計画中の目標が長期間更新されていない。
計画更新時には、設定した目標のフィードバックを実施行い、そ
れを踏まえて目標の内容を改善・修正すること。

目標の設定に利用者毎の違いが見られない。
目標設定は、利用者の個々の状況に応じて設定することが望まし
いため、画一的にならないよう考慮すること。

サービス担当者会議が実施されていない。
居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者
を招集して、サービス担当者会議を実施すること。

指定居宅介護支援の具体的取扱
指針　第13条第9項

モニタリングが実施されていない。
少なくとも１月に１回、利用者の居宅で面接を行い、モニタリン
グの結果を記録すること。

指定居宅介護支援の具体的取扱
指針　第13条第14項

5 秘密保持等

7 サービス計画
指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第98条

指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第77条

指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第30条3

指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する
基準 第3条33

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 第23
条

4 職員研修

根拠条文等項目
指導を行った施設・事業所

No 指導内容指摘事項
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４．指導事項一覧（居宅介護支援） 

 
 

 

No 項目 指摘事項 指導内容 根拠条文等

月ごとの勤務表が作成されていない。

勤務表は作成されているが、介護支援専門員につい
て、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との
兼務関係等が明確にされていない。

介護支援専門員の資質の向上のための研修の機会を確
保していない。

研修計画の作成、研修の実施、報告書の作成をすること。

2
指定居宅介護支援の
基本取扱方針

自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行っ
ていない。

自己評価を実施し、サービスの質の改善に努めること。
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第12条

ケアプランの軽微な変更に該当しないと思われるケー
スについて、「軽微な変更」として判断していた。

令和３年３月３１日付「介護保険最新情報Vol．９５９」を参考に、ケアプラン作
成にあたっての一連の業務を行うこと。

アセスメント→居宅サービス計画原案作成→サービス
担当者会議→居宅サービス計画の説明、同意及び交付
の手順が執られていない。

基本的にはこのプロセスに応じて進めること。

保険対象サービスの上限である「区分支給限度基準
額」を超えて居宅サービス計画を作成しているものが
散見された。

利用者及びその家族の希望だけで作成せず、利用者の状態等を勘案して作成するこ
と。

モニタリングを利用者の自宅以外で行っている。 特段の事情がない限り、少なくとも月に１回は利用者の居宅で面接を行うこと。

居宅サービス計画等について、入力漏れ、誤変換、誤
字脱字、認定有効期間や目標期間の齟齬、略語の使用
等散見された。

作成後は、利用者等へ交付する前に確認すること。

老健に入所・退所し、その後、医療機関に入院・退院
したケースについて合わせて算定していた。

医療機関のみで算定をすること。

情報提供を受けただけで、居宅サービス計画を作成し
居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関す
る調整を行っていない。

算定にあたっては、居宅サービス計画を作成し居宅サービスまたは地域密着型サー
ビスの利用に関する調整を行うこと。

カンファレンスによる情報提供について、算定要件を
満たしていない。

カンファレンスにより利用者に係る必要な情報提供を受ける場合は、４主体、実人
数４人以上による共同指導が必要である。

5 通院時情報連携加算 診察の同席について、利用者の同意を得ていない。 同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。
指定居宅介護支援に要する費用の
額の算定に関する基準
老企発第36号　第3の15

4 退院・退所加算
指定居宅介護支援に要する費用の
額の算定に関する基準
老企発第36号　第3の14

1 勤務体制の確保

原則として、月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の勤務時
間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしておくこと。 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第19条

3
指定居宅介護支援の
具体的取扱方針

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第13条
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＜令和３年度介護報酬改定＞ 

１．令和４年４月１日から義務化されるもの 

 ⑴ ハラスメント対策の強化 ＜全サービス共通＞ 

   「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律」等の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシ

ュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管

理上の措置を講じることが義務付けられていることを踏まえ、規

定されたもの。 

なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限

らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意

すること。  

イ．事業主が講ずべき措置の具体的内容 

 ａ．事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

 ｂ．相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備 

ロ．事業主が講じることが望ましい取組 

 ① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

 ② 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への

相談対応、行為者に対して１人で対応させない等） 

 ③ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、

業種・業態等の状況に応じた取組） 

   ＜参考＞厚生労働省ホームページ参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

・「介護現場におけるハラスメントマニュアル」 

   ・「（管理職・職員向け）研修のための手引」 

２．令和６年４月１日から義務化されるもの（主なもの） 

 ⑴ 業務継続計画の策定等 ＜全サービス共通＞ 

① 業務継続計画（感染症、災害）を策定すること 

② 研修の実施すること 

③ 訓練（シミュレーション）の実施すること 

 ⑵ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置＜全サービス共通＞ 

① 感染症対策委員会の開催、従業者に周知徹底すること 

② 指針を整備すること 

③ 研修の実施すること 

 ⑶ 虐待の防止に係る措置 ＜全サービス共通＞ 

① 虐待防止検討委員会の開催、従業者に周知徹底すること 

② 指針を整備すること 

③ 研修の実施すること 

④ 措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

⑤ 運営規程に講じた措置を記載すること 

 

 ⑷ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け  

＜地域密着型サービス（定期巡回を除く）、居宅介護支援を除く＞ 

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有

さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために

必要な措置を講じること。また、新採、中途採用を問わず、

事業所が新規雇用した従事者に対する当該義務付けの適用に

ついては、１年間の猶予期間を設ける。 
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