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  Ⅰ 居宅介護支援に関する基本方針について 

 

  Ⅱ 指導・監査について 

     

  Ⅲ その他 

1. 介護保険認定申請書様式の見直しについて【介護保険最新情報 Vol.1040】 

2. 令和３年度介護報酬改定事項について（再周知）【介護保険最新情報 Vol.934】 

3. 主任介護支援専門員を管理者とする要件の緩和措置について【介護保険最新情報 Vol.843】 

4. 短期入所生活（療養）介護サービスの例外給付確認申請について（再周知） 

5. 過誤調整について（再周知） 

6. 介護報酬請求について（再周知） 

7. 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について（再周知） 

8. 同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて 

9. 介護度が見込み違いとなった場合のケアプラン作成について 

10. 住宅改修費支給申請の手引き（改訂）について 

11. 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について 

【介護保険最新情報 Vol.1049】 

12. 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について 

 



Ⅰ 居宅介護支援に関する基本方針について 

 

介護支援専門員は介護保険法並びに関係法令等を遵守し、制度全般の専門的な知識と

利用者への深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを目的としたケアマネ

ジメントを行う必要があります。 

そこで，南九州市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を定める条

例の第4条，第15条及び第16条に基づき居宅介護支援に関する基本方針を以下のとおりま

とめております。 

居宅介護（介護予防）支援事業所におかれましては、本基本方針の内容を踏まえ，ケ

アマネジメントを実施していただきますようお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

居宅介護支援に関する基本方針 

① 利用者が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるように配慮します。  

② 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，利用者の選択に基づき，適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者から，総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮します。  

③ 利用者の意思と人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，指定居宅サービス等が特定の

種類又は事業者等に不当に偏らないよう，公正中立に行います。  

④ 市町村，地域包括支援センター，老人介護支援センター，他の指定居宅介護（介護予防）

支援事業者，介護保険施設，指定特定相談支援事業者（障害者支援）等との連携に努めま

す。  

⑤ 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行うとともに，医療サービスとの連携に十分

配慮して行います。  

⑥ 自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い，常にその改善を図ります。  

⑦ その他，「居宅介護支援の具体的取扱方針」は，居宅介護支援基準条例第１６条を踏まえ

て行います。 

 



Ⅱ 指導・監査について 

   

事業所に対する指導・監督 

介護保険法第 23 条に基づき，「介護保険制度運営の健全化」，「介護保険事業の継続性,

安定性の確保」，「介護サービス利用者の利益保護」などの観点から，サービスの質の確保，

保険給付の適正化及び高齢者虐待防止の徹底を目的にして実地指導を行うようになって

います。 

 

◎ 令和３年度実地指導について 

令和３年度は 10 事業所を計画しておりましたが，新型コロナウイルス感染防止のため

見合わせや延長を行った結果，計５事業所の実績となりました。なお，居宅介護支援事

業所の実績はありませんでした。 

 
 

●令和３年度実地指導実績 

 ・認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）・・・２事業所 

 ・介護予防・生活支援サービス事業所（総合事業）  ・・・３事業所 

                         合計  ５事業所 

 

●実地指導結果 

人員基準，設備基準及び運営基準等において，改善を求めた事項もありましたが，

口頭指摘事項及び助言事項についても軽微なものであり，総体的には適正に運営等が

なされていることを確認しました。 

 

 

●指摘事項について 

実際の指導・監査において，改善する必要があると指摘した事項のうち，主なもの

は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



① 地域密着型サービス事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運

営

指

導 

助

言 

アセスメントに 

ついて 

利用者の状態についての内容が薄いため，誰が見てもわか

りやすく，状況などが理解できるように努めること。 

重要事項説明書

について 

利用者，家族が理解しやすい表現で記載するよう努めるこ

と。「施設が提供するサービス内容に関する苦情等相談窓

口」について南九州市役所介護保険担当課の受付時間が営

業時間外であるため訂正すること。（8：30～17：15） 

運営規程に 

ついて 

運営推進会議の構成員中，「本事業所が所存する圏域の地域

包括支援センターの職員」を「市町村の職員」に訂正するこ

と。 

口

頭 

掲示について 掲示されていた運営基準の概要が従前のままになっていた

ので，内容の変更後は速やかに掲示物を改めるようにする

こと。 

事故報告に 

ついて 

誤薬事故について事故報告の提出がなかった。病院受診が

なくても，医療的判断が必要なことについては保険者へ事

故報告書を提出すること。 

文

書 

人員に関する 

基準について 

勤務計画と実績との照合ができるよう，出勤簿等による勤

務状況の記録を確実に取り整備すること。また，直帰等で

の打刻忘れについても手書き修正し記録に残すこと。 

設備に関する 

基準について 

平面図に示された目的に沿った使用となっていないため，

区画の名称を改め，変更届を提出すること。また，今後も状

況に応じて変更することを想定し，多目的に使用できる名

称としても良いとする。 

重

点

指

導 

助

言 

記録の整備に 

ついて 

マニュアルの誤仕分けにより所在が分かりにくいものが見

受けられたので，台帳整備に努めること。また，契約書等に

ついても利用者，家族が理解しやすい表現で記載するよう

に努めること。 



② 介護予防・生活支援サービス事業所 

運

営

指

導 

助

言 

契約書について 介護認定状態について「自立」ではなく利用者に通知され

る「非該当」と記載するのが適当と思われる。 

人員に関する 

基準について 

介護予防・日常生活支援総合事業において人員を満たして

いるかを明確にするために，勤務計画表に通所介護と総合

事業を分けて表記することが望ましい。 

口

頭 

重要事項説明書

について 

苦情受付機関に記載してある南九州市の電話番号が誤って

いるので訂正すること。 

外部苦情申立て機関として記載された県及び南九州市の担

当部署名を適切な表現に改めること。 

運営規程に 

ついて 

 

県指定の事業については運営規程の変更がされているが，

総合事業事業所としての運営規程についても変更し届け出

ること。 

基準型通所介護

予防サービス 

計画について 

介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの内

容に沿って作成すること。 

モニタリングに

ついて 

当該基準型通所介護予防サービス計画に記載したサービス

を行う期間が終了するまでに，少なくとも１回は，当該基

準型通所介護予防サービス計画の実施状況の把握を行うも

のとするが，モニタリング実施の記録がなかった。 

モニタリングとアセスメントは関連性もあり連携して実施

される行為ではあるが，それぞれは別の行為であるので，

実施状況は確実に記載すること。 

経過記録へのモニタリング内容の記載については，基準型

通所介護予防サービス計画に設定された全ての目標の進

捗・実現状況を確認して記載すること。 

重

点

指

導 

助

言 

記録の整備に 

ついて 

実績報告や経過記録などの日付の記載に誤りがあるので，

データ作成の際に留意し，出力後の確認も入念に行うこと。 

 

◎ 介護保険施設等運営指導マニュアルについて 
令和４年３月 31 日付で厚生労働省老健局長からの通知があり「居宅介護支援」にお

ける確認項目・確認文書（別紙①），各種加算等自己点検シート（別紙②）及び各種加

算・減算適用要件等一覧（別紙③）について，見直しがされていますので，定期的に内

部チェックを行っていただき，適正な運営に努めていただきますようお願いします。 



 

Ⅲ その他 

1.介護保険認定申請書様式の見直しについて 

要介護認定等に係る申請について，医療保険の番号等の記載欄が新たに設けられまし

た（別紙④参照）。記載は任意ですが，要介護認定等の申請時において医療被保険者番

号を収集することで，①将来的な医療・介護情報の一体的な分析の実現，②NDB と介

護保険レセプト情報等のデータベース（介護 DB）の連結精度の向上，及び③医療保険

と介護保険の給付調整の適正化，等の効果が期待されることから確認できる場合は記載

をお願いします。また，市独自の取り組みとして，一番下段に「障害者控除対象者認定

申請書」の欄を設けました（障害者控除対象者認定申請については別紙⑤参照）。今

後，介護認定申請と同時に申請を受けることで，別途申請せずに該当者に認定書を送付

することができます。御説明の上，署名していただくよう併せてお願いします。その

他，軽微な変更もありますので新様式及び記入例（別紙⑥）を御確認ください。 

 

2.令和３年度介護報酬改定事項について 

概要については別紙⑦，詳細については別紙⑧を御確認ください。 

～運営規程について（R3 改正）～ 

① R4.4.1より義務化 

・職場におけるハラスメント防止のための措置 

② R6.4.1より義務化 

（1） 虐待の防止に係る措置 

→ただし，運営規程への「虐待の防止のための措置に関する事項」の追記については

R3.4.1 より義務化である 

（2） 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

（3） 業務継続計画（BCP）の策定等 

 

  ※①，②（１）について，運営規程の変更をされていない事業所は， 

   令和４年８月 26 日（金）までに変更するようにお願いします。（メールで提出可） 

   運営規程の記載例をサービス種別ごとに市 HP に掲載しておりますので，参考にされてください。

記載例の赤文字は義務化ですので今回修正が必要です。記載例の青文字については R6.3.31 まで

は努力義務ですので，今回修正してもしなくても構いませんが R6.3.31 までには修正が必要とな

ります。ハラスメント対策等の具体例についても HP に掲載しておりますので，御活用ください。

市 HP 上で運営規程関係のページへ移る方法は以下の２パターンありますのでどちらかのパター

ンでお探しください。 

［１］ホーム＞暮らし＞保険・年金＞介護保険＞介護事業者の皆様へ＞運営規程の記載例について 

［２］ホーム＞暮らしの出来事＞高齢者＞介護保険＞以下［１］と同様 



3.主任介護支援専門員を管理者とする要件の緩和措置について 

平成 30 年度介護報酬改定において設けられた居宅介護支援事業所における管理者要 

 件について，事業所の人材確保に関する状況等を考慮し，令和３年３月 31 日までとして

いた経過措置期間の延長を行うとともに，主任介護支援専門員の確保が著しく困難であ

る等やむを得ない理由がある場合について，主任介護支援専門員を管理者としない取扱

いが可能となりました。詳細は別紙⑨を御確認ください。 

       

4.短期入所生活（療養）介護サービスの例外給付確認申請について 

本市では，認定有効期間の半数を超える前月か前々月に提出することとしていますが，

稀に認定有効期間の半数を超えてからの申請が見受けられます。長期で短期入所生活（療

養）介護サービスを利用される方がいる場合は，利用日数を随時確認し提出日の厳守を

お願いします。 

 

5.過誤調整について 

過誤調整依頼書での過誤申立コードの誤りが多く見受けられます。同コードは介護と

予防，総合事業で異なり，同月・通常でも異なります。特に，請求誤りによる実績取下

げについての同月・通常のコード違いが目立ちますので，正確なコードでの過誤調整依

頼書の提出をお願いします。なお，過誤申立コード表は「鹿児島県国民健康保険団体連

合会」のホームページからダウンロードできます。 

 

6.介護報酬請求について 

認定申請後，月末までに認定決定がなかったものは国保連への情報連携が遅れるため

認定決定の翌月から請求してください。 

例：10/1～要介護 2 10/30 認定決定 ⇒ 11 月から 10 月分の請求が可能 

            11/1 認定決定 ⇒ 12 月から 10 月分の請求が可能  

※国保連への異動票に反映されないため。 

 

7.軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について 

これまで軽度者の福祉用具貸与については，認定更新後にも再度提出を求めていまし

たが，要介護状態に変化がない，若しくは悪化している場合は再申請を不要とします。 

詳細は，別紙⑩を御確認ください。 

それにともない，申請書についても下部の注意書き(※)を変更しましたので今後はこ

ちらを使用してください。  



8.同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて 

訪問介護の「生活援助」サービスについては，算定できる場合として「利用者が単身，

家族等が障害・疾病などのため，本人や家族等が家事を行うことが困難な場合に行われ

るもの」または，「同様のやむを得ない事情により，家事が困難な場合」とされています。 

 単に，「算定の可否」だけに目を向けるのではなく，介護保険制度の理念である「自立

支援・重度化防止」の視点から，適切なケアマネジメントに基づきサービス提供が行わ

れることが重要とされています。そこで，本市では，生活援助サービスを算定するにあ

たって，個々の利用者の状況について適切に位置づけられているかを判断するため，「生

活援助算定判定に係るフローチャート（別紙⑪）」，「生活援助算定チェックシート（別紙

⑫）」「同居家族等がいる場合の生活援助確認書（別紙⑬）」を作成しました。 

 つきましては，同居家族等がいる場合に生活援助サービスを算定する場合は，「生活援

助算定判定に係るフローチャート（別紙⑪）」及び「生活援助算定チェックシート（別紙

⑫）」を参考に，算定の可否の確認をお願いします。介護支援専門員が「生活援助算定判

定に係るフローチャート（別紙⑪）」を用いてもなお判断に迷う場合のみ，「同居家族等

がいる場合の生活援助確認書（別紙⑬）」等を市に提出することで確認することができま

す。ただし，市の回答は、算定可否の最終判断ではありません。市の回答を受けました

ら、介護支援専門員はサービス担当者会議において，サービス利用について判断してく

ださい。 

 

 

9.介護度が見込み違いとなった場合のケアプラン作成について 

  要介護・要支援認定申請中に暫定（予防）ケアプランを作成しサービス利用を開始し 

 たが，認定結果が見込み違いとなった場合，暫定（予防）ケアプランを正式なケアプラ 

 ンとみなすことができないことがあります。この場合には，暫定（予防）ケアプランを

「自己作成扱い」とし，保険者が給付管理を行うこととなります。事務要領（別紙⑭）

を御確認いただいた上で，適正に御対応願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.住宅改修費支給申請の手引き（改訂）について 

南九州市における手引き（別紙⑮）を作成し令和４年３月 30 日付けメールにて資料

を送信しておりますが，下記の通り内容を一部変更しております。御確認のほど宜しく

お願いします。 

基本的な仕組みから提出書類の留意点，代表的な Q＆A 等をまとめておりますので，

御一読の上，今後の参考にしてください。 

  

  Ｐ８ ３．住宅改修の種類 

     ②段差の解消 

     ※スロープの留意点 

 

 

 追記     ただし，室内で使用するミニスロープ（擦り付け板）については，利用

者の身体状況や環境に合った勾配を検討し，必ずしも１／８以下としなく

てもよいこととします。 

 

 

 

11.介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課よりケアマネジメントに係る基本的か

つ重要な内容として上記件の一部改正について通知（別紙⑯）がありました。今後の更

なる多職種連携，多職種協働の強化・充実のために，介護支援専門員が専門的な知見や

培われた経験を基に，LIFE や適切なケアマネジメント手法等の仕組みの動向も踏ま

え，改めて PDCA の視点に基づいたケアマネジメントに努めていただきますようお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対

応について 

   一般社団法人 日本介護支援専門員協会ホームページにおいて，厚生労働省から発

出された新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力的な対

応を可能とする事務連絡について，概要（別紙⑰）をわかりやすくまとめておりました

ので，情報提供します。 

 

  ※弾力対応について，サービス担当者会議及びモニタリング時に参集・訪問しなくて

も可とし，電話やメール等の対応でも良いと記載されておりますが，本件の運用条件と

して「やむを得ない理由がある場合については」ということが，介護保険最新情報

Vol.816「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８報）」に記載されております。しかし，一部で異なる解釈が行

われているという情報もあります。この事務連絡は，あくまで感染拡大防止の観点か

ら，参集・訪問等ができない場合に限り可としたものであり，一律に訪問しなくて良

いとしたものではありません。利用者の実態に応じた適切な居宅介護支援を行い，利用

者等の不利益を被らないよう，適正に運用いただきますようお願いします。 

 


