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１ 実地指導の指摘事項について

基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

内容及び手

続の説明及

び同意 

1 

重要事項説明書において、現行の制度と合致していないなど、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。 

入退所 

2 

入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについ

て、定期的に検討されていなかった。 

入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅

において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討

すること。 

サービスの

提供の記録 

 

3 

入所に際して、当該者の被保険者証に入所の年月日、介護保険施設の

名称を記載していないものがみられた。 

入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類

及び名称を記載すること。 

介護の取扱

方針 4 

身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修プログラムの内

容が不十分であった。 

介護職員その他の従業者に対する研修の内容としては、身体的拘束等の

適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施

設における指針に基づき、適正化の徹底を行うこと。 

地域密着型

施設サービ

ス計画の作

成 

5 

計画作成担当者が、計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、必

要に応じて計画の変更を行っていないものがあった。 

計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地

域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的

なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービ

ス計画の変更を行うこと。 

6 
モニタリングを面接により行っていることが、記録上確認できなか

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。 
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基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

地域密着型

施設サービ

ス計画の作

成 

7 
課題分析に当たって、利用者の基本情報を把握していないものがあ

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。 

8 
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。面接により行ったことを記録しておくこと。 

9 

計画作成担当者が変更になった際の取り扱いが不十分だった。 計画担当介護支援専門員に変更があった場合は、基本的に、新しい計画

作成担当者が一連の業務を行うことが望ましい。ただし、新しい計画作

成担当者が、地域密着型施設サービス計画において、計画作成担当者以

外に変更箇所のない軽微な変更と判断した場合、１、６表を見え消しし、

変更後の１、６表を入所者へ交付すること。また、支援経過記録に、変

更年月日、変更内容、口頭で得た同意については、説明日時、相手方、

説明内容、同意の有無（相手方の反応）、同意日、軽微な変更に該当する

状況、軽微な変更と判断するに至った計画担当介護支援専門員の考えを

記録すること。 

なお、計画担当介護支援専門員のみの変更のため、軽微な変更として扱

う場合は、新しい計画作成担当者が入所者と面識を有していることが望

ましい。 

10 
施設サービス計画において、日課の計画が作成されていないものが

あった。 

日課等に提供されるサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡

潔に記載すること。 
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基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

介護 

11 

褥瘡のハイリスク者に対する褥瘡予防のための計画、実践並びに評

価したことが記録上確認できなかった。 

当該事業所における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者

等）に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践ならびに評価をするこ

と。 

12 
褥瘡発生予防に関する指針に基づいた委員会の内容となっていなか

った。 

当該施設における褥瘡発生予防に関する指針に基づいた委員会の内容

とすること。 

衛生管理等 

13 

感染症、食中毒の予防及びまん延の防止のための指針に基づいた委

員会の内容となっていなかった。 

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針に基づいた

委員会の内容とすること。 

 

薬等の管理 14 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。 誤薬等を防ぐため、薬は利用者の手の届かない場所に保管すること。 

事故発生の

防止及び発

生時の対応 

 

15 
介護事故等の防止策を講じた後に、その効果について評価している

ことが分からなかった。 

介護事故等の防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

16 
事故発生の防止のための従業者に対する研修プログラムが作成され

ていなかった。 

事故発生の防止のための従業者に対する研修プログラムを作成するこ

と。 

掲示 

17 

事故発生時の対応について、事業所の見やすい場所に掲示していな

かった。 

事業所の見やすい場所に、利用者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項の掲示を行うこと。また、現状と一致させ正しく掲示するこ

と。 

看護体制加

算 

 

18 

看護体制加算Ⅰの算定に係る看護師が、看護職員としての業務以外

の業務に従事していた。 

看護体制加算Ⅰについては、看護職員としての業務以外の業務に従事す

る看護師によって同加算を算定することは望ましくないため、改善に努

めること。 

栄養マネジ

メント加算 

 

19 

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。 

褥瘡マネジ

メント加算 
20 

医師、看護師その他の職種の者が共同して、褥瘡ケア計画を作成して

いることが分からなかった。 

医師、看護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して褥瘡

ケア計画を作成すること。 
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基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

内容及び手

続の説明及

び同意 

1 
重要事項の文書の内容について、制度改正等を反映しておらず、

現状と合致していなかった。 

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、誤解を招

かないよう現状と一致したものとすること。 

2 
重要事項説明書において、事故発生時の対応について記載がな

かった。 

記載を行うこと。 

サービスの

提供の記録 
3 

サービス提供の記録が無い日があった。また、サービスの予定が

変更された際の利用者の状況等を記録していなかった。 

サービスの提供日、サービスの内容、利用者の状況その他必要な事項を記録

すること。 

利用料等の

受領 

4 

保険外サービス(買い物等の代行)を提供する際に、当該事業の

目的、運営方針、利用料等が定められていなかった。 

介護給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、当

該事業の目的、運営方針、利用料等をグループホームの運営規程とは別に定

め、利用者に当該サービスが介護給付の対象とならないサービスであること

を説明し、理解を得た上で実施すること。また、指定認知症対応型共同生活

介護の事業の会計と区分を行うこと。 

指定認知症

対応型共同

生活介護の

取扱方針 

5 
利用者の行事及び日課等を説明したことが分からなかった。 計画を作成するに当たっては、行事や日課等を含めた目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を盛り込み、説明を行うこと。 

6 
利用者の心身の状況を踏まえ、必要不可欠だと考えられるサー

ビスが妥当適切に提供されていなかった。 

利用者の安心した日常生活の確保のために、妥当適切に認知症対応型共同生

活介護の提供を行うこと。 

認知症対応

型共同生活

介護計画の

作成 

 

7 
課題分析において、利用者の基本情報に関する項目などの把握

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。 

8 

アセスメントの結果に基づいた目標となっ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、援助の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した計画を作

成すること。 

9 
アセスメントについて、必要なときに実施していないものがあ

った。 

計画作成後においても、従業者及び利用者等との連絡を継続的に行い、計画

の実施状況の把握及び必要に応じた計画変更を行うこと。 

10 

認知症対応型共同生活介護計画を作成していないものがあっ

た。 

計画作成担当者は、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、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービス内容を記載した計画を作成すること。 
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基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

認知症対応

型共同生活

介護計画の

作成 

 

11 
計画の作成にあたって、利用者又は家族に説明し、同意し、交付

したことがわからなかった。 

計画作成にあたっては、利用者又はその家族に対し、その内容等を説明した

上で同意を得、また、当該計画を利用者に交付すること。 

12 
長期目標及び短期目標の内容について、具体的でないものがあ

った。 

抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載すること。 

13 目標の達成度が具体的に把握されていなかった。 計画に基づいたサービスの実施状況の把握を行うこと。 

14 レクリエーションについて、個別性に欠けるものが見られた。 画一的なものとならないよう、利用者の多様な活動の確保に努めること。 

介護等 

15 

エアマットが必要な入居者に対し、その費用を負担させていた。 グループホーム利用中に使用する福祉用具については、その整備費用は介護

報酬に包括されていると考えられ、原則として事業者によって用意すべきも

のである。よって、利用者に負担させないこと。 

緊急時等の

対応 
16 

緊急連絡網について、現状に即していなかった。 最新のものを作成し、職員間で共有すること。 

管理者の責

務 
17 

管理者による、当該事業所の業務の実施状況の把握がされてい

なかった。 

管理者は事業所の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行うこと。 

運営規程 
18 

運営規程の内容(利用定員等)が、現状と合致していなかった。 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。 

勤務体制の

確保等 
19 

勤務表において、従業員の日々の勤務時間、職種、兼務関係、常

勤・非常勤の別が明確でなかった。 

介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を

明確にすること。 

20 勤務実績表と出勤簿が一致しないものがあった。 正確に記録すること。 

21 

職員の共同生活住居ごとの勤務状況が明確でなかった。 人員の配置に際しては当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、必要な人

員を配置すること。また、共同生活居住ごとに、介護従業者の日々の勤務体

制、常勤非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等

を明確にすること。 
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基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

協力医療機

関等 

22 協力歯科医療機関を定めていなかった。 あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。 

23 

協力医療機関等との間で、利用者の入院や休日夜間等における

対応等について、あらかじめ必要な事項を取り決めていなかっ

た。 

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の

体制を整えること。 

非常災害対

策 

24 非常口の標示がない箇所があった。 標示すること。 

25 避難経路に障害物が置いてあった。 避難経路の維持に万全を期すること。 

26 
非常災害に備えるための定期的な避難等訓練を実施していなか

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。 

衛生管理等 

27 

利用者の使用する施設又は整備について、衛生上必要な措置を

講じていないものがあった（利用者の薬や台所用洗剤について、

利用者の手の届く範囲に保管されていた、塗り薬をまとめて保

管していたなど）。 

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。 

28 
感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めていなかった。 

事業所内の衛生環境の改善と、感染症予防対策を徹底し、すべての職員に周

知すること。 

掲示 

29 

運営規程の概要、勤務の体制、相談窓口の連絡先、苦情処理の体

制及び手順、事故発生時の対応等、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の掲示がされていなかった。 

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。 

秘密保持等 
30 

利用者の記録に関する書類について、誰でも目にして持ち出し

得る状態で保管されていた。 

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。 

31 
退職者を含む従業員が利用者の秘密を保持することを誓約して

いなかった。 

事業者は、当該事業所の介護従業者その他の従業者が、従業者でなくなった

後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇用時等に取り決めること。 

広告 
32 

パンフレットに記載されている加算の区分が、現状と合致して

いなかった。 

利用者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情報につい

て、現状と一致させ、正しく記載すること。 

事故発生時

の対応 
33 

事故発生時のマニュアルを作成していなかった。 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルを整備すること。 
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基準 No 指摘した事項 改善の趣旨 

身体拘束の

適正化 
34 

身体的拘束等の適正化のための指針を整備していなかった。ま

た、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。 

35 

身体拘束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。また、定期的な研修を実施していなかった。 

職員教育を組織的に徹底させていくために、身体的拘束等の適正化のための

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実

施すること。 

36 

身体拘束適正化委員会が３月に１回開催されていなかった。 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

37 
身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修について、

新規採用時に実施していなかった。 

新規採用時は当該研修を実施すること。 

38 

施設内において、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ではないにも関わらず、

身体拘束を行っていた。 

身体的拘束等の適正化に関する内容は、厚労省が発行している「身体拘束ゼ

ロへの手引き」を参照し、緊急やむを得ない場合において行う身体的拘束は

「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を充たし、かつ、それらの要

件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限定すること。 

サービスの

提供 
39 

利用者が外泊していたにも関わらず、サービス費の請求をして

いた。 

内容を精査の上、返還を行うこと。また、利用者から受領した分についても

返還を行うこと。 

領収証 
40 

利用者に渡す領収書において、曖昧な名目（共益費）による費用

の受領があった。 

あいまいな名目（共益費）による費用の受領は認められない為、費用の内訳

が明らかな表現とすること。 

事故報告書 
41 

市への報告が必要な事故について、報告書が提出されていなか

った。 

発生した事故の状況等を速やかに介護保険事故報告書により市長に報告す

るとともに、必要な措置を講じること。 

認知症専門

ケア加算に

ついて 

42 

認知症高齢者の日常生活自立度の決定に際し、医師の判定結果

又は主治医意見書を用いていなかった。 

認知症高齢者の日常生活自立度の決定については、原則として、医師の判定

結果又は主治医意見書を用いること。 
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２ 身体的拘束廃止未実施減算について

10

※運営基準より抜粋

第97条5項 事業者はサービスの提供に当たっては、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
等を行ってはならない。

第97条6項 事業者は前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その
際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ
ならない。

第97条7項 事業者は身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけれ
ばならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催する
とともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期
的に実施すること。
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２ 身体的拘束廃止未実施減算について

11

※事業所がやらなければならないこと

① 3月に1回以上の身体的拘束等の適正化のための対策を検討
する委員会を開催し、記録に残す。

②身体的拘束等の適正化のための指針を定める。

③年に2回以上、身体的拘束等の適正化のための研修を実施し、
記録に残す。

④新規採用時に必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施し、
記録に残す。

⑤やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、記録を残す。

上記が未実施だった場合、減算となりますので注意ください。
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２ 身体的拘束廃止未実施減算について

実施されていなかった場合の減算について

※算定基準より抜粋

記録を行っていない、身体拘束等の適正化のための対策を検討
する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束の適正
化のための指針を整備していない又は身体拘束等の適正化のた
めの定期的な研修実施していない事実が生じた場合、速やかに
改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に
改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実
が生じた月の翌月から、改善が認められた月までの間について、
利用者全員について所定単位から減算することとする。

上記について、基準を満たさない場合には、身体的拘束廃止未実
施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定
単位数から減算する。

12
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３ 個人情報の取扱いについて

令和 2年４月１日以降の認定進捗状況の取扱い 

 申出者（個人・事業者等） 電話での回答 窓口での回答 

個人 

本人 

申請者（家族） 

訪問調査立会者 

・申請書に記載の本人、代理申請者（家族）、訪問調査立会者（認

定申請書に記載のある方）の電話番号に折り返して回答 

※申請書に記載の電話番号が違う場合、申請書に記載されてい

る電話番号を聞き取り、改めて折り返して回答する。又は別

の回答可能な者（個人、事業所等）から問い合わせてもらう

ように伝える。 

・代理申請者・訪問調査立会者以外の家族の場合は、介護保険

情報提供申出書（本人からの同意有り）で回答できる旨を伝

える。             

 それ以外の場合は、回答不可。 

・身分確認書類により回答の可否確認後、口頭で回

答（記述でも可） 

・回答不可の家族の場合、介護保険情報提供申出書

で対応 

【身分確認書類】 

・身分証明書（顔写真付き証明書 1点、もしくは、

顔写真なし証明書 2点） 

事業

所 

 

 

申請者（事業所） 

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所等の事業所 

介護保険施設等の施設 

その他有料老人ホーム等の入所施設 

入院先の病院 

・事業所等の代表電話に折り返して回答 

・事業所代表電話の FAXに回答（FAXでの申請のみ） 
・身分証明書、名刺又は、社員証の 2点により事業

所の確認後、口頭で回答 

 

 

変更点 

令和元年度は、本人・認定申請者・訪問調査立会者（認定申請書に記載のある方）に限り認定進捗状況を回答していましたが、令和 2年 4月１日より、回答できる範囲

を上記の通り取扱いを変更します。 

・ 包括・居宅介護支援事業所等から、認定進捗の問い合わせがあった際は、認定申請者でなくても回答しても良い。 

・ 立会者以外の家族など、上記対象者以外からの問い合わせについては、窓口にて介護保険情報提供申出書（本人からの同意有り）で回答可能。 13
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４ 要介護認定等資料提供申出書の取扱いについて

令和元年 6月以降の取扱い 

要支援で地域包括支援センター以外でも請求できる要件 委託契約が確認できる場合 

地域包括支援センターと指定居宅介護支援事業者等が委託契約を結

んでいることが確認できる場合には、契約を結んでいる事業者にも

認定調査票及び主治医意見書の写しを提供します。 

居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出済

であるとき(同時提出含む) 

契約書の写し等を提示したとき 

 

令和 2年 4月 1日からの取扱い 

要支援で地域包括支援センター以外でも請求できる要件 委託契約が確認できる場合 

地域包括支援センターと指定居宅介護支援事業者等が委託契約を結

んでいることが確認できる場合には、契約を結んでいる事業者にも

認定調査票及び主治医意見書の写しを提供します。 

居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出済

であるとき(同時提出含む) 

契約書の写し等を提示したとき⇒削除 

 
変更点 

居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼届出書のみだけで、委託契約の確認をすることとし、契約書の写し等提示での確認をとりやめ

ます。 

（契約書の写しでは、被保険者の名前や印鑑が記載されていないケースもある。） 

14
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５ 要介護認定等情報提供申出書について

要介護認定等情報提供申出書について 

平成 31 年 4 月 1 日から、要介護認定等情報提供申出書の様式を変更しましたが、旧様式を用いている事

業所があります。 

令和 2年 4月 1日以降、旧様式での申出書提出の場合、受付できません。 

なお、下記に変更点と新様式を掲載しますので、御確認下さい。 

変更点 

① 年号の削除 

② 様式の名称変更 

③ 本人との関係欄の修正 

④ 認定有効期間欄の新設 

⑤ 同意欄の新設 

15
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表面 

要介護認定等情報提供申出書 
 

 年  月  日 

 

※太枠内すべてを記入し、提出してください。 

申

出

者 

氏名又は 

事業所・ 

施設の名称 

㊞ 

本

人

と

の

関

係 

□ 本人 

□ 家族 

□ 地域包括支援センター 

□ 居宅介護支援事業所 

□ 介護保険施設 

(担当者氏名) 

事業所番号            

住    所 

所 在 地 

 

 

（注１）本人以外の場合は、必ず押印してください。（押印のないものは、受付できません。） 

（注２）介護（介護予防）サービス計画を作成する際、必要な場合に提出してください。 

 

下記の被保険者の要介護認定状態の情報提供を申出ます。 

 氏名 被保険者番号 認定日 要介護認定状態区分 

１   
年  月  日 非該当・要支援（  ）・要介護（  ） 

有効期間  年  月  日～  年  月  日 

２   年  月  日 
非該当・要支援（  ）・要介護（  ） 

有効期間  年  月  日～  年  月  日 

３   年  月  日 
非該当・要支援（  ）・要介護（  ） 

有効期間  年  月  日～  年  月  日 

（申出の理由） 

１． ケアプラン等の作成 

２． 支援事業所などへの報告・協議 

３． その他（              ） 

有効期間 （ 要 ・ 不要 ） 

 

上記の要介護認定状態に該当する要介護・要支援認定申請において、被保険者から情報提供の同意が

ない場合、裏面の同意が必要です。 

 

（文書取扱）                            

都城市介護保険課認定担当 

              ☎（０９８６）－２３－３１９１                            

FAX（０９８６）－２３－２１４３ 

受付処理者 確認者 

  

16
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裏面 

 

 

 

 

１ 

≪同意欄≫ 

介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、要介護認

定・要支援認定にかかる介護認定審査会による判定結果を、都城市から地域包括支援センター、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人に情報提供することに

同意します。 

氏名              印 (代筆者氏名)           印 続柄（   ） 

２ 

≪同意欄≫ 

介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、要介護認

定・要支援認定にかかる介護認定審査会による判定結果を、都城市から地域包括支援センター、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人に情報提供することに

同意します。 

氏名              印 (代筆者氏名)           印 続柄（   ） 

３ 

≪同意欄≫ 

介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、要介護認

定・要支援認定にかかる介護認定審査会による判定結果を、都城市から地域包括支援センター、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人に情報提供することに

同意します。 

氏名              印 (代筆者氏名)           印 続柄（   ） 

17
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６ 実地指導の準備等について

実地指導を受けるにあたっての準備等について、令和２年５月上旬に、
ホームページにて掲載します。

実地指導を受ける前に、掲載事項を御確認いただきますよう、お願いいた
します。

＜ホームページ掲載事項＞

・実地指導の大まかな流れ
・実地指導当日の流れ
・実地指導時の注意点 等

18
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７ 介護保険課からのお願い

介護保険課からの通知や事務連絡などを、Ｅメールでお送りする場合が
ございます。
特に、昨今の新型コロナウイルス感染症等に関するお知らせは
Ｅメールにて行っており、至急の対応をお願いする場合もございます。

お忙しいとは思いますが、随時メールを御確認いただき、
対応いただくよう、よろしくお願いいたします。

連絡先（メールアドレス、電話・ＦＡＸ番号）が変更になった、
または新規に設定した際などは、介護保険課指導担当に
お知らせください。

都城市介護保険課指導担当
ＴＥＬ ： 0986-23-2688
Eメール： kaigo@city.miyakonojo.miyazaki.jp

19
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