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　　　説　明　事　項

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  2020

1　　実地指導の指摘事項について                                     P3～P9

　①災害への地域と連携した対応の強化　　               P10

　　②通所介護等の事業所規模別の
     報酬等に関する対応について　　　　        　　         P11

　③管理者の配置基準の緩和　　　　　　　　　　　　　　P12
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2     報酬改定関係

3   その他

①制度改正に係る利用者等への説明について       P13

②指定申請等に係る提出書類への押印の               P14
　  見直しについて
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地域密着型通所介護、総合事業通所介護

１　実地指導の指摘事項について

基準 No 指摘事項 改善の趣旨

1
静養室が個室又はカーテン等で仕切られておらず、
静養できる設備となっていなかった。

静養室については、カーテン、パーテーション等で仕切り、静養できる
設備とすること。

2
静養室が、職員の休憩室として使用されている時間
帯があり、サービス提供時間帯を通じて、静養でき
る設備となっていなかった。

静養室については、サービス提供時間帯を通じて、静養できる設備と
すること。

内容及び手続きの説明及び
同意

3
重要事項説明書又は契約書に記載されている内容
について、制度改正が反映されていない等、現状と
相違があった。

利用申込者又はその家族が、サービスを選択するために必要な重
要事項について、現状と一致させ正しく記載すること。

受給資格等の確認 4 利用者の受給資格証の確認が不十分だった。
利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定
の有無及び要介護認定の有効期間を確かめること。

5
地域密着型通所介護計画作成の前提である課題分
析の、利用者の基本情報に関する項目の把握が不
十分だった。

個別の課題分析手法について、課題分析標準項目の基本情報に関
する項目及び課題分析に関する項目の全２３項目を具備すること。

6 担当者会議の記録がないものがあった。
地域密着型通所介護の提供にあたっては、サービス担当者会議等を
通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医
療サービス又は福祉サービスの利用状況の把握に努めること。

居宅サービス計画に沿った
サービスの提供

7
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供となって
いないものがあった。

地域密着型通所介護計画等は、既に居宅サービス計画等が作成さ
れている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならな
い。

設備及び備品等

心身の状況等の把握

※報酬改定に伴い変更となるものもあります。Ｒ３年度の改定事項をご確認ください。
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨

8
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている
環境を踏まえて地域密着型通所介護計画が作成さ
れていないものがあった。

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、
機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス
の内容等を記載した個別サービス計画を作成すること。

9
サービスの提供に関わる従業者が共同して地域密
着型通所介護計画を作成したことが分からなかっ
た。

サービスの提供に関わる従業者が共同して地域密着型通所介護計
画を作成すること。

10
地域密着型通所介護計画を利用者に交付したこと
が分からなかった。

当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付すること。

11
通所介護計画の実施状況や評価について、利用者
又は家族に説明したことが分からなかった。

個別サービス計画の目標及び内容について、利用者又は家族に説
明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うこと。

12
送迎の有無について記載がなく、実施したかが分か
らなかった。

提供した具体的なサービスの内容等の記録は、サービスの利用状況
を把握できるようにするためのものであるので、実施したことが分か
るように記録すること。

13
計画のサービス提供内容の実施状況を記載してい
ないものがあった（入浴介助）。

提供した具体的なサービスの内容等の記録を行うこと。入浴中の利
用者の観察等を含む介助を行った場合に算定すること。また、入浴
介助をしたことを記録しておくこと。

14
利用料において、保険給付の対象となっているサー
ビスと明確に区別されないあいまいな名目による請
求となっているものがあった。

利用者に負担させることが適当と認められる費用については、保険
給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな
名目による費用の支払いを受けることのないようにすること。

15
指定居宅サービス、その他のサービスの提供に要し
た費用について、その支払を受ける際、領収書を交
付していなかった。

指定居宅サービス、その他のサービスの提供に要した費用につき、
その支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、個別の費用ごと
に区分して記載した領収証を交付すること。

16
利用限度額を超えた地域密着型通所介護サービス
等について、無料で提供していた。

法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護等を
提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域
密着型通所介護等に係る地域密着型介護サービス費用基準額等と
の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

サービスの提供の記録

利用料等の受領
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨

17
地域密着型通所介護計画を利用者に交付したこと
が分からなかった。また、サービス開始前に計画を
利用者に交付していなかった。

通所介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付するこ
と。

18
計画の実施状況や評価について、利用者又はその
家族に説明していることがわからなかった。

地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は
その家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明
を行うこと。

19
サービスの実施状況及び目標の達成状況が記録さ
れていなかった。

地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域
密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成
状況の記録を行うこと。

20
居宅サービス計画の内容に沿って作成されていな
いものがあった。また、短期目標及び長期目標の期
間が同一となっていた。

居宅サービス計画の内容に沿ったものであるか確認し作成すること。

21
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている
環境を踏まえて地域密着型通所介護計画が作成さ
れていないものがあった。

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、
機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス
の内容等を記載した個別サービス計画を作成すること。

22 計画が作成されていない事例があった。
地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、速やかにその内容
について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た
上でサービスを提供すること。

23 計画について、利用者の同意のないものがあった。
通所介護計画の作成に当たっては、速やかにその内容について利
用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た上でサービ
スを提供すること。

24
事業所の屋外でサービスを提供できる条件を満たし
ていることが確認できなかった。

事業所の屋外でサービスを提供する際には、下記に掲げる条件を満
たすようにすること。イ　あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置
付けられていること。  ロ　効果的な機能訓練等のサービスが提供で
きること。

運営規程 25
記載されている内容について、現状と相違があっ
た。

運営規程を変更した場合は10日以内に市町村長に届け出ること。

地域密着型通所介護計画
の作成
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨

26

月ごとの勤務表において、日々の勤務時間、常勤・
非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護
職員及び機能訓練指導員の配置が記載されていな
かった。また、兼務関係が明確でなかった。

指定地域密着型通所介護事業者は、日々の勤務時間、常勤・非常勤
の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導
員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。

27
月ごとの勤務表において、他事業所での勤務時間
が含まれていた。

指定地域密着型通所介護事業者は、事業所ごとに、勤務表を作成
し、常勤・非常勤の別を明確にすること。

28
従業者に係る資質向上のための研修の記録が無
く、研修の機会を確保しているか確認できなかった。

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保し、記録に残
すこと。

29

病状急変時の主治医への連絡体制や非常災害発
生時の緊急連絡について、連絡体制が整備されて
いなかった。連絡体制が最新のものに整備されてい
なかった。

緊急時や非常災害時に必要な連携体制等について整備し、万全を
期すこと。

30
非常災害に関する具体的な計画が作成されておら
ず、当該計画に沿った定期的な避難、救出その他
必要な訓練が行われていなかった。

事業者は非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関へ
の通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万
全を期すこと。また、消防規則第３条により、消防計画に沿った定期
的な避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

衛生管理等 31
利用者の使用している歯ブラシ及びタオルが衛生
的に管理されていなかった。

地域密着型通所介護事業所において感染症が発生、又はまん延し
ないように必要な措置を講ずるよう努めること。「高齢者介護施設に
おける感染対策マニュアル改訂版」（厚生労働省2019年3月発出）等
を参考に、衛生管理について見直すこと。

32
重要事項説明書が見やすい場所に掲示されていな
かった。

事業所の見やすい場所に運営規程の概要、介護従業者の勤務の体
制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要
事項を掲示すること。

33
指定通知書が事業所の見やすい場所に掲示してい
なかった。

指定を受けた事業所は、その旨を事業所の見やすい場所に標示す
ること。

勤務体制の確保等

非常災害対策

掲示
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨

34
従業員の秘密保持について、利用者の秘密を保持
する旨を取り決めておくこと。また、従業者でなく
なった後においても同様とすること。

従業者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知
り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じること。

35 利用者の記録等の保管が適切ではなかった。
利用者の個人情報の書類の保管は、事務所内の鍵付書庫等、適正
に管理すること。

36
運営推進会議についての記録を公表していなかっ
た。

指定地域密着型通所介護事業者は、運営推進会議における報告、
評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を
公表すること。

37
運営推進会議を概ね６月に１回以上開催していな
かった。

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提
供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の
職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護につ
いて知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し、お
おむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営
推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要
望、助言等を聴く機会を設けること。

会計の区分 38
各事業所ごとに会計の区分がされていることが分か
らなかった。

事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計とその他の事業
の会計を区分すること。

記録の整備 39
契約書において、利用者に関する記録の保存年限
が市の条例に則していなかった。

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する記録につ
いては、完結の日から5年間保存すること。

薬の管理 40
利用者の薬について、利用者の手の届く範囲に保
管されていた。

誤薬を防ぐため、薬は利用者の手の届かない場所に保管すること。

身体拘束の適正化 41
事業所内において、「利用者の行動を制限する行
為」に該当する状況がみられた。

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限
する行為を行わないこと。

秘密保持等

地域との連携等
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨

42 機能訓練指導員が不在の日に算定していた。

個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専
ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以
上配置すること。また、個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配
置すること。

43
利用者又はその家族に対し、個別機能訓練計画の
進捗状況等を説明し記録していなかった。

機能訓練指導員等は計画作成後３月に1回以上、利用者の居宅を訪
問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、利用者又はその
家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)や進捗状況を
説明し記録すること。

44

個別計画を作成後、３月ごとに１回以上当該利用者
又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能
訓練計画の進捗状況等を説明したことが分からな
かった。

利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後
3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又は
その家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状
況等を説明し、訓練内容の見直し等を行うこと。

45
個別機能訓練加算に関する記録において、実施時
間、訓練内容、担当者等が記載されていないものが
あった。

個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利
用者ごとに、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が
可能なようにすること。

入浴介助加算 46
入浴中に介助を行ったことが記録上、分からないも
のがあった。

入浴中の利用者の観察等を含む介助を行った場合に算定すること。
また、入浴介助をしたことを記録しておくこと。

47
当該加算を算定するにあたり、対象職員に対し、賃
金改善を行う方法等を周知したことが確認できな
かった。

当該加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を
行う方法等について介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知
するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。ま
た、周知したことを証明できるようにしておくこと。

48
介護職員の資質向上の目標及び計画を定めていな
かった。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、
資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修
の実施又は研修の機会を確保すること。

49
当該加算が配分されている職員について、介護職
員であることが記録上、分からない者がいた。

当該加算の対象である「介護職員」であることが明確に分かるよう、
勤務表や雇用契約書等に明示しておくこと。

個別機能訓練加算

介護職員処遇改善加算
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※令和２年度、認知症対応型通所介護への実地指導は実施していません。

基準 No 指摘事項 改善の趣旨

50
モニタリングの結果を当該サービスの提供に係る介
護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事
業者等に報告したことが分からなかった。

総合事業通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録
し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等
を作成した介護予防支援事業者等に報告すること。

51 計画が作成されていない事例があった。

総合事業通所介護事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状
況及び希望を踏まえて、総合事業通所介護の目標、当該目標を達
成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間
等を記載した総合事業通所介護計画を作成するものとすること。

52
介護予防支援事業者に対し、少なくとも１月に１回は
当該総合事業通所介護計画に係る利用者の状態等
について報告したことが分からなかった。

少なくとも１月に１回は、当該総合事業通所介護計画に係る利用者の
状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該
サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防
支援事業者等に報告し、報告したことを記録しておくこと。

53
利用開始時に利用者の運動器の機能を把握してい
ないものがあった

利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サー
ビスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービス
の提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機
能の状況を、利用開始時に把握すること。

54
運動器機能向上計画において、長期目標及び短期
目標の設定が基準に沿っていなかった。

利用者ごとのニーズを実現するための、おおむね３月程度で達成可
能な目標(長期目標)及び長期目標を達成するための、おおむね１月
程度で達成可能な目標(短期目標)を設定すること。

55
おおむね１月間ごとに利用者の短期目標の達成度と
客観的な運動器機能の状況についてのモニタリング
の記録が不十分だった。

利用者の短期目標に応じて、おおむね1月間ごとに利用者の当該短
期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリン
グを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う
こと。

56

運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、
利用者ごとに長期目標の達成度についての事後ア
セスメントを行っていなかった。また、その結果を介
護予防支援事業者に報告していなかった。

運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに長
期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメン
トを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報
告すること。

介護予防・日常生活支援総
合事業通所介護計画の作
成

運動器機能訓練加算(総合
事業通所介護のみ)

9
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①　災害への地域と連携した対応の強化

地密デイ
認知デイ

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、
訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めてください。

・地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、
　日頃から地域住民との密接な連携体制を確保してください。
・訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど
　により実効性のあるものとしてください。

参考
国改定事項④ 

P5

10

2 　報酬改定関係

参考
国改定事項③ 

P5
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②　通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応について

令和３年度より、通所介護等の報酬について、感染症や災害の
影響により利用者数が減少した場合、状況に即した安定的な
サービス提供を可能とする観点から、特例措置が設けられます。
これに伴い、
・「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12報）」（介護最新情報Vol842）

　
　　は、令和３年３月サービス提供分をもって廃止となります。

通所系サービスの２区分上位の特例（令和２年６月より実施）

地密デイ
認知デイ

11

2 　報酬改定関係

参考
国改定事項④ 

P6

参考
国改定事項③ 

P6
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③　管理者の配置基準の緩和

認知デイ

共用型（介護予防）認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について
事業所の管理上支障がない場合は、

当該事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の
職務に従事することを可能とします。

12

2 　報酬改定関係

参考
国改定事項④ 

P24
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　①制度改正に係る利用者等への説明について 

13

今回の介護報酬改定により、利用料金が変更となる場合は利用者（入所者）又
はその家族へ書面交付等により、変更となる利用料金の説明を行い同意を得る
こととなります。

本来、この一連の手続きは新たな料金が適用される令和３年４月以降の各利用
者（入所者）のサービス提供前までに終えておくことが必要です。
しかしながら、 当該所定の時期までに書面交付等が間に合わない場合は口頭に
より説明の上、 同意を得ておくこととし、後日、書面交付等で説明、 同意を得ると

いう順序になっても差し支えありません。この場合、口頭の説明による同意日に
ついては、支援経過やサービス提供記録に記録し、事前に同意を得ていたこと
が確認できるようにしてください。

※介護報酬の改定にかかる説明ついて、重要事項説明書の全てのページの交 
付等は必要ありません。変更箇所となる利用料金の記載部分のみ書面の交付等
で説明し、同意を得ることで足りるものとします。

※運営規程に利用料金の記載がある場合は、利用料金の変更が生じた場合、運
営規程の変更の日から10日以内に市に変更届を提出してください。

3  その他



SMILE CITY MIYAKONOJO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   幸せ上々、みやこのじょう

　②指定申請等に係る提出書類への押印の見直しについて

14

　本市は、令和３年４月１日以降、実印を求めているもの、法令や県条例で
定められているものを除き、押印廃止の予定です。

　よって、署名をもって押印に代えることができる書類もありますので、市
ホームページ等を御確認ください。

　押印廃止となる書類については、「署名」または「記名・押印」のどちらかを
選択し、手続きを行うこととなります。

3  その他


