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1. 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。 

 

 
●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。  

 

 

2. 介護保険認定申請書様式の見直しについて≪小多機・看多機・GH・地密特養≫ 

 
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）。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，（2）レセプト情報・特定健診

等情報データベース（NDB）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（記載は任意）。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いたします。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。 

 

 

 

3．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 

（4） 認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置（定巡を除く） 

   

●地密通介・地密特養のみ 

 Ⓐ災害への地域と連携した対応の強化についても R3.4.1より義務化 

 

  ※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 7 月 29 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 

 

 

4．介護職員等ベースアップ等支援加算について  

   令和４年２月から「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき，介護職

員を対象に，賃上げ効果が継続されることを前提として，収入を３％程度引き上げる

ための措置（介護職員処遇改善支援補助金）が実施されています。なお，本補助金は

令和４年 9 月末までで，10 月以降は介護職員等ベースアップ等支援加算（以下：新加

算）（別紙⑨）として支援される予定です。介護職員処遇改善支援補助金については市

指定の事業所も県へ申請することになっていましたが，補助金から新加算へ移行した

場合は，新加算の届出の提出先は指定権者となることと推察されます。新加算の具体

的な運用等については，別途お知らせする予定です。 



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．軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について ≪小多機・看多機≫ 

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。  

  

 

7．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≫ 

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。 

 



8．地域密着型サービス外部評価に係る実施回数の緩和について ≪GH≫ 

   別紙⑭を御確認ください。 

 

 

9．事故報告について 

   介護保険施設等における事故の報告様式については R3.3.19 付けで厚生労働省より

統一様式が示されましたが，この統一様式を別紙⑮のとおり若干の修正及び項目の追加

をしました（R4.3.31 付でメール済）。詳細内容については別紙⑯を再度御確認くださ

い。 

   事故報告書（新）様式（別紙⑮）については，HP にも掲載しておりますので，御活

用ください。市 HP 上で事故報告関係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＞指定介護サービ

ス事業者における事故発生時の報告について 

② ホーム＞暮らしの出来事＞高齢者＞介護保険＞以下①と同様 

 

  ※令和４年１月以降から本市内の介護事業所においても新型コロナウイルス感染者が

次々と確認されております。事業所におかれましては，衛生・防護用品の備蓄につ

いて普段より準備をされているかと思いますが，再度必要な用品及び数量等の確認

をし，万が一に備え準備をしていただきますようお願いします。 

 

 

 

10．南九州市における介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について 

 南九州市で実施している総合事業の概略をまとめたものです。平成 29 年度の開始当

時から追加・変更された項目を整理しました。基礎資料として御確認ください。 

（別紙⑰参照） 

 

 

11. 基準要綱について ≪総合事業≫ 

 サービス事業所の人員,設備,運営などについて定めた『南九州市介護予防・生活支援

サービスの人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱』と関係する厚生労働省告示

等や留意事項を記載しています。 

（別紙⑱参照） 



12. 実施要綱について ≪総合事業≫ 

   実施するサービス内容等について定めた『南九州市介護予防・日常生活支援総合事

業実施要綱』と国が定める報酬単価など関係する厚生労働省告示等や留意事項を記載

しています。 

（別紙⑲参照） 

 


