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１ 実地指導の指摘事項について

小規模多機能型居宅介護

基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

人員に関す

る基準 
1 

当該事業所の職員の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回って

いる日があった。 

適正なサービスの提供を確保するため、適切な職員配置とすること。 

内容及び手

続の説明及

び同意 

2 

契約書において、利用料について、誤解を招く表記があった。 利用者に誤解を与えないよう、利用料についての記載を改めること。 

身分を証す

る書類の携

行 

3 

小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるも

のに身分を証する書類を携行させていなかった。 

利用者が安心して当該事業の訪問サービスの提供を受けられるよう、

当該事業所の訪問サービスの提供の当たる者に身分を明らかにする証

書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたとき

は、これを提示するよう指導すること。 

この証書等には、当該事業所の名称、当該訪問サービスの提供に当た

るものの氏名を記載するものとし、当該訪問サービスの提供に当たる

者の写真の添付や職能の記載を行うことが望ましい。 

居宅サービ

ス計画の作

成 

4 

アセスメントの実施に際し、居宅を訪問して実施していることが確認

できなかった。 

アセスメントに当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及び

その家族に面接して行うこと。また、アセスメントの実施場所を含む

結果について記録しておくこと。 

5 

居宅サービス計画について、利用者又はその家族に対して説明し、同

意を得ていないものがあった。  

介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響

する重要なものであることを十分に認識し、当該計画原案を作成する

こと。また、当該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ること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

居宅サービ

ス計画の作

成 
6 

アセスメントについて、利用者が生活の質を維持・向上させていく上

で生じている問題点の把握が十分でないものがあった。 

アセスメントに当たっては、利用者の生活全般についてその状態を十

分に把握することが重要であり、利用者が生活の質を維持・向上させ

ていく上で生じている問題点を明らかにし、自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 

7 

利用者の状態から想定される目標やサービス内容となっていないもの

があった。 

介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメント

の結果に基づき、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題

に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討するこ

と。 

8 

モニタリングにおいて、サービス提供がなされていないにも関わらず、

利用者の有する課題に即した適切なサービスや目標となっているか等

の確認を行っていないものがあった。 

介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題に留意することが重要で

あり、居宅サービス計画の作成後、計画の実施状況の把握を行い、利

用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて計画の

変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

9 

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づけ、継続する際に、継続の

必要がある理由を居宅サービス計画に記載していなかった。 

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、その

特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用の妥当性を検討し、

検討の過程を記録する必要がある。利用者が継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について、サービス担当者会議を開催し専門的意見を聴

取するとともに検証し、継続の必要性があればその理由を当該計画に

記載すること。 

小規模多機

能型居宅介

護計画の作

成 

10 

小規模多機能型居宅介護計画が作成されておらず、利用者又はその家

族に対して説明し、同意を得ていないものがあった。 

介護支援専門員は、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、具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能

型居宅介護計画を作成するとともに、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、交付すること。 

11 
居宅サービス計画との連動性が確保できていないものがあった。 居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性や整合性について確

認すること。 

運営規程 12 運営規程について、現行の制度と合致していない箇所があった。 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。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

協力医療機

関等 
13 

協力医療機関等との連携及び支援の体制の整備が不十分であった。 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定

めておくこと。また、協力医療機関から、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 

14 

掃除用具と口腔ケア用具を同じ場所に保管していた。 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。 

掲示 

15 

通常の実施地域、緊急時等における対応方法、事故発生時の対応、指

定通知書等について、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、運営規程の概要、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。 

薬等の管理 16 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。 

記録の整備 
17 

利用者に対するサービスの提供に関する記録が、適切に管理されてい

ないものがあった。 

事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、適切に管理を行うこと。 

看護職員配

置加算 18 

人員基準欠如に該当している月に、当該加算を算定していた。 定員超過利用・人員基準減算に該当する場合は算定しないこと。 

精査の上、算定要件を満たしていないものについては、自主返還を行

うこと。 

サービス提

供体制強化

加算 

19 

人員基準欠如に該当している月に、当該加算を算定していた。 定員超過利用・人員基準減算に該当する場合は算定しないこと。 

精査の上、算定要件を満たしていないものについては、自主返還を行

うこと。 

その他 
20 

保険外サービスとして、病院受診同行支援を行うに当たり、関係機関

等への確認を行っていなかった。 

介護保険最新情報 vol.648 を参照し、実施に当たっての留意事項を確

認の上、当該サービスを提供すること。 
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居宅介護支援

基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

内容及び手

続の説明及

び同意 

1 
重要事項説明書に記載されている内容について、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。 

2 

契約書において、契約期間が記載されていないものがあった。 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の内容につい

て不備が無いように交付及び説明を行い、居宅介護支援の開始につい

て同意を得ること。 

3 

平成 30 年４月以降、「利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹

介するように求めることができること」及び「居宅サービス計画に位

置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが

できること」について説明し、理解を得たことが確認できなかった。 

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等に紹介するように求めるこ

とや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分な説明

を行うこと。なお、この内容を利用申込者又はその家族に対し説明を

行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭で

の説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず

利用申込者から署名を得ること。 

本件は運営基準減算に該当するため、平成 30年４月以降に契約を締結

した利用者について、契約月から当該状態が解消されるに至った月の

前月まで減算を行うこと。 

受給資格等

の確認 4 

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ていないものがあった。 

事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の

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。 

指定居宅介

護支援の具

体的取扱方

針 

5 
課題分析標準項目について基本情報に関する項目がないものがあっ

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 

個別援助内容の実施状況についての記録がないものがあった。 居宅サービス計画の作成後、目標に対する実施状況だけでなく、個別

のサービス援助内容の実施状況についても把握し、その結果について

具体的に記録すること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

指定居宅介

護支援の具

体的取扱方

針 7 

アセスメントを、課題整理総括表を用いて行っていた。  アセスメントとは、利用者の情報を収集し、収集した情報を分析する

ことにより問題点を明確にし、解決すべき課題を導き出すことが目的

である。課題整理総括表は、課題を導き出す過程を可視化するととも

に、担当者間で共有するための道具であり、アセスメントシートの代

替えはできない。個別の課題分析手法について、要介護者等の有する

課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる

適切な方法を用いること。 

8 
アセスメントの実施に際し、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその

家族に面接して行ったことが確認できなかった。 

アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその

家族に面接して行ったことを記録しておくこと。 

9 

個々の解決すべき課題及び長期目標と短期目標及び具体的なサービス

内容の整合性がないものがあった。また、長期目標及び短期目標が抽

象的で、具体的でないものがあった。 

長期目標は、個々の解決すべき課題に対応して設定すること。また、

短期目標は、解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に

結びつけるものとすること。なお、抽象的な言葉ではなく誰にも分か

りやすい具体的な内容で記載することとし、かつ目標は、実際に解決

が可能と見込まれるものとすること。 

10 

居宅サービス計画について、長期目標及び短期目標に付する期間が同

一となっているものがあった。 

居宅サービス計画には提供されるサービスについて、その長期的な目

標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等

を明確に盛り込むこと。なお、「長期目標」の「期間」は、「生活全般の

解決すべき課題（ニーズ）」をいつまでに、どのレベルまで解決するの

かの期間を記載すること。「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達

成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記

載すること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

指定居宅介

護支援の具

体的取扱方

針 

11 

アセスメントの前に担当者会議を行っているものがあった。 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメント

の結果に基づき、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを

提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成

しなければならない。また、介護支援専門員は、サービス担当者会議

(居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、居宅サービス計画の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行う会議をいう。)の開催により、利用者の状況等

に関する情報を担当者と共有するものとするため、原則として、担当

者会議はアセスメント後に開催すること。 

12 
利用者及び指定居宅サービス事業者に対して、居宅サービス計画を交

付したことが、記録上確認できないものがあった。 

居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者

及び担当者に交付すること。 

13 
居宅サービス計画を交付したときに、個別サービス計画との連動性や

整合性について確認していないものがあった。 

居宅サービス計画を交付したときは、個別サービス計画の提出を求め、

双方の連動性や整合性について確認すること。 

14 

支援経過記録が無く、経過の詳細がわからないものがあった。 モニタリングや担当者会議に関する必須項目、サービスの変更内容、介

護支援専門員の訪問記録、面談した際に聴取したご家族の思いや、支援

の方針等を時系列に記載することにより、支援の内容や経緯が客観的

に把握できるよう努めること。 

15 

モニタリングの記録がなく、モニタリングを実施したことが確認でき

ないものがあった。また、モニタリングを居宅で実施したことが確認で

きないものがあった。 

少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するこ

と。また、少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録するこ

と。 

16 

モニタリングを通じて得た利用者及び家族の意向や満足度、個別援助

の内容の実施状況、目標達成度や事業者との調整内容について記録さ

れていなかった。 

居宅介護支援においては、利用者の有する解決すべき課題に即した適

切なサービスを組み合わせて利用者に提供し続けることが重要であ

り、このために介護支援専門員は居宅サービス計画の作成後、利用者の

解決すべき課題の変化に留意することが重要となるため、モニタリン

グを通じて把握した利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成

度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について

記録すること。 
8
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

指定居宅介

護支援の具

体的取扱方

針 

17 

サービス担当者会議において居宅サービス担当者が欠席するに当た

り、当該担当者に照会を行った記録が不十分なものがあった。 

サービス担当者会議において、開催の日程調整を行ったもののサービ

ス担当者の事由により会議への参加が得られなかった場合には、当該

担当者への照会内容について詳細を記録すること。 

18 

医療サービスが位置付けられた居宅サービス計画について、主治の医

師の指示を受けていなかった。また、作成後、当該計画を主治の医師

等に交付していなかった。 

介護支援専門員は、医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける

場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、

当該居宅サービス計画を、意見を求めた主治の医師等に交付すること。 

19 

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるに当たり、その利用の

妥当性を検討したか確認できないものがあった。また、居宅サービス

計画に福祉用具貸与を位置づける理由等について、居宅サービス計画

に記載していなかった。 

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるに当たってはその利用

の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する

こと。そして、必要に応じてサービス担当者会議においてその必要性

を検証した上で、継続して貸与を受ける必要がある場合にはその理由

を居宅サービス計画に記載すること。 

管理者の責

務 20 

管理者が介護支援専門員の業務の実施状況や基準等の遵守について、

管理できていなかった。 

事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員そ

の他の従業者に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行い、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 
21 

職員の員数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、変

更後 10日以内に市長に届け出ること。 

勤務体制の

確保 22 

事業所における勤務の体制を定めていなかった。 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する

こと。 

23 

介護支援専門員資質向上のための研修の機会を確保していなかった。 事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保する

こと。特に、介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支

援専門員については、就業後 6 月から 1 年の間に都道府県等が行う初

任者向けの研修を受講する機会を確保すること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

設備及び備

品等 
24 

相談のためのスペースにおいて、利用者が直接出入りできる等、利用

しやすい構造となっていなかった。 

相談のためのスペース等は、利用者が直接出入りできるなど、利用し

やすい構造とすること。 

25 

事業所の区画について、指定申請時の届出と異なっていた。 当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める

事項に変更があったときは、都城市規則※５第４条により、10日以内

に、その旨を都城市長に届け出ること。 

従業者の健

康管理 
26 

従業員の健康管理を行っていることが、記録上確認できなかった。 居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の健康状態について、必要な管

理を行うこと。また、記録を整備すること。 

掲示 

27 

運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、

通常の事業の実施地域等、利用申込者のサービス選択に資すると認め

られる重要事項について、利用者の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、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の掲示を行うこと。 

28 
指定通知書について、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も

のとする。 

秘密保持 
29 

利用者の記録等が、誰にでも目につき、持ち出せ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。 

30 

従業員の秘密保持について、従業者でなくなった後においても、利用

者の秘密を保持すべき旨を取り決めておくこと。 

事業者は、介護支援専門員その他の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。具体的には、従業員でなくな

った後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時に

取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を構ずるべ

きこととするものである。 

広告 

32 

パンフレットの内容が現行の制度と合致していなかった。 指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援事業所について広告をす

る場合においては、その内容は、虚偽又は誇大なものとならないよう

すること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

事故発生時

の対応 
33 

利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の対応

方法について定めていなかった。 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の

対応方法について、あらかじめ定めておくことが望ましい。 

34 

利用者に係る情報を紛失した際に、市に報告を行っていなかった。 事業所は、運営基準に基づき、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。また、市に事故報告書を提出すること。 

会計の区分 
35 

事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計とその他

の事業の会計とを区分していなかった。 

事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計とその他

の事業の会計とを区分すること。 

記録の整備 

36 

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。 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録及び個々の利用

者ごとに記載した居宅介護支援台帳（居宅サービス計画、アセスメン

トの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果

の記録）については完結の日から５年間保存すること。 

37 

利用者に関する記録の保存方法及び管理体制が不適切だった。 記録の保存、管理については、利用者の個人情報等の漏洩、紛失を防

ぐため、個人所有の USB を使用する際には、パスワード設定をする、

また、適宜バックアップをとるなど、適切に管理できる対策を講じる

こと。 

特定事業所

加算 38 

他の法人の運営する居宅介護支援事業所の職員も参画した事例検討会

等の次年度の計画において、共同で実施する他事業所の記載がなかっ

た。 

事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、

毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めること。 

39 

研修の内容及び研修期間等について、次年度が始まるまでに作成する

計画に定めていなかった。 

計画的な研修の実施のために、個別具体的な研修の目標、内容、研修

期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに

次年度の計画を定めること。 
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２ 居宅介護支援の運営基準減算について

●居宅介護支援の業務が適切に行われない場合には、運営基準減算となります。
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは、具体的には（１）～（４）のいずれかに
該当する場合となっています。今年度の実地指導の指摘事項でも該当した事業所がありま
したので、再度ご確認ください。

（１）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
①利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めることができること
②利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の
説明を求めることができること
について文書を交付して説明を行っていない場合

12

◆上記は、居宅介護支援について、利用者の主体的な参加が重要であるため、定めら
れた基準です。
①、②について誤解が無いよう明記された重要事項説明書等を交付して説明を行い、
利用申込者から署名を得てください。
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２ 居宅介護支援の運営基準減算について２ 居宅介護支援の運営基準減算について２ 居宅介護支援の運営基準減算について

（３）次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等
を行っていないときには減算する。
①居宅サービス計画を新規に作成した場合
②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

13

（２）居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されます。

①当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に
面接していない場合
②当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合
（やむを得ない事情がある場合を除く）
③当該事業所の介護支援専門員が、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た上で、居宅サービス計画
を利用者及び担当者に交付していない場合
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２ 居宅介護支援の運営基準減算について２ 居宅介護支援の運営基準減算について２ 居宅介護支援の運営基準減算について

（４）居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」
という。）に当たっては、次の場合に減算される。

①当該事業所の介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない
場合（特段の事情がある場合を除く）
②当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上
継続する場合（特段の事情がある場合を除く）

◆運営基準減算に該当した場合、１月目の介護報酬は半分となり、２月目以降は算定
できません。事業所の管理者だけでなく、それぞれの介護支援専門員が理解しておく
必要があります。

14
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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。 15
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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。） 

16
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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 

17
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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 

  

18
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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（   ） 

19
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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
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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
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