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地域密着型特養

１　実地指導の指摘事項について

基準 No 指摘事項 改善事項

内容及び手続きの説明
及び同意 1

重要事項説明書及び運営規程に記載されている内容に
ついて、現状と相違があった。

利用申込者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。

2
施設サービス計画作成に先立ち、入所者の課題分析を
行っていないものがあった。

地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、利用者の基本情報
を含め課題分析を行うこと。

3
アセスメントを、入所者及びその家族に面接して行ったこ
とが分からなかった。

アセスメントに当たっては、必ず入所者及びその家族に面接して行わな
ければならないとされているため、面接により行ったことを記録しておくこ
と。

4
モニタリングを、入所者と面接して行ったことが分からな
かった。

モニタリングに当たっては、定期的に入所者と面接して行う必要があると
されているため、面接により行ったことを記録しておくこと。

記録の整備 5
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介護老人福祉施設入所者生活介護の
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。

夜勤職員配置加算 6
当該加算を算定するのに必要となる夜勤職員の数が基
準を満たしていることが確認できなかった。

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を1以上上回るこ
と。また、ロボット導入により追加人員を0.9とできる取り扱いについては、
「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」を、3月に1回以
上行うこと。

栄養マネジメント加算 7
医師、管理栄養士その他の職種の者が共同して、栄養
ケア計画を作成していることが分からなかった。

医師、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職
種が共同して栄養ケア計画を作成すること。

口腔衛生管理加算 8
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該入所者に
係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言
及び指導をしたことが分からなかった。

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアに
ついて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をすること。

地域密着型施設サービ
ス計画の作成
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※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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グループホーム

※　令和2年度の小規模多機能型居宅介護への実地指導は実施していません。

基準 No 指摘事項 改善事項

内容及び手続の説明
及び同意

1
重要事項説明書の内容について、現状に則していな
かった。

誤解を招かないよう現状と一致したものとすること。

運営規程 2 運営規程について、現状に則していなかった。
当該指定に係る厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、
10日以内に市長に届け出ること。

協力医療機関等 3
協力医療機関等との間の連携及び支援の体制を整えて
いることが分からなかった。

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の入院や休日
夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医
療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

衛生管理等 4
利用者同士の歯ブラシについて、衛生的な管理がされて
いなかった。

感染症の発生及びまん延を防止するための適切な措置を講じるこ
と。また、「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。

5
運営規定の概要、勤務の体制、相談窓口の連絡先、苦情処
理の体制及び手順等、利用者のサービスの選択に資すると
認められる重要事項が見やすく掲示されていなかった。

事業所の見やすい場所に、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。

6
指定通知書が事業所の見やすい場所に掲示されていなかっ
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。

記録の整備 7
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認知症対応型共同生活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。

8
身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込むべき項
目が不十分だった。

身体的拘束等の適正化のための指針に必要な項目を盛り込むこと。

9
身体的拘束等の適正化のための研修プログラムが作成
されていなかった。

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指針に基づいた研
修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するととも
に、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施する
こと。また、研修の実施内容についても記録すること。

医療連携体制加算 10
重度化指針について、入居の際に利用者又は家族に対
し説明し、同意を得ていることが分からなかった。

重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又
はその家族に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ているこ
と。

介護職員処遇改善加
算

11
介護職員処遇改善実績報告書の内容と賃金台帳の表記に
齟齬があった。

介護職員処遇改善実績報告書の内容と賃金台帳の表記に齟齬が
ないようにすること。

掲示

身体的拘束の適正化

4

※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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①　災害への地域と連携した対応の強化

地密特養

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。

5

参考
国改定事項⑦P6

2 　報酬改定関係
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②　管理者交代時の研修の修了猶予措置

　下記のとおり、国より研修の修了猶予措置が設けられていますので、市にお
いても、通知のような状況がある場合、研修受講の猶予をしますが、必ず、事
前に市へご相談ください。

　あくまでも例外措置であり、人員体制を変更する場合は、事前に研修を受
講している必要があります。人事異動や研修修了職員の離職等に備え、複数
の職員に研修を受けさせる等、平素より計画的に研修を受講させてください。

　認知症グループホーム等の管理者の要件とされている認知症介護実践
者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研
修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏ま
え、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合におい
て、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し
込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了
していなくてもよい取扱いとする。

　なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了してい
ることを必要とする。 6

小多機

参考
国改定事項

⑥P21

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

参考
国改定事項

⑤P25

2 　報酬改定関係
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③　地域の特性に応じた認知症グループホームの確保

7

2 　報酬改定関係

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ

　ユニットの数を３まで認めることとし、サテライト型事業所基準の創設等
を行います。（市の介護保険事業計画への位置付けが必要です。）

参考
国改定事項⑤P12

④　認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

　３ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員
が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、
安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを要件に、
例外的に夜勤２人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職
員体制を選択することを可能とします。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ

参考
国改定事項⑤P24
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⑤　外部評価に係る運営推進会議の活用
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2 　報酬改定関係

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ

「第三者による外部評価」について、自己評価を運営推進会議に報告し、
評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該仕組みと
既存の外部評価によるいずれかから受けることとします。

参考
国改定事項⑤P26

⑥　計画作成担当者の配置基準の緩和

　認知症グループホームにおいて、介護支援専門員である計画作成
担当者の配置について、ユニットごとに１名以上の配置から、事業所
ごとに１名以上の配置に緩和します。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ

参考
国改定事項⑤P27
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⑦　地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保

9

2 　報酬改定関係

小多機

　過疎地域等で市が認めた場合、定員を超えることを可能とします。
※必ず市への事前相談が必要であり、認められなければ定員を超える
ことはできませんのでご注意ください。

参考
国改定事項⑥P13

⑧　介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し

　〇小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直し

当該事業所が介護老人福祉施設又は介護老人保健施設と併設する場
合において、事業所の管理上支障がない場合等については、管理者・介
護職員の兼務を可能とします。

小多機

参考
国改定事項⑥P22
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　①制度改正に係る利用者等への説明について 
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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
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　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
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　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


