
 

 

令和４年度 

会津若松市指定地域密着型サービス事業所 

集団指導資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目次】 

 

1. 介護保険施設等指導・監査方針の変更点･･･････････････････P１ 

2. 指導について･･････････････････････････････････････････P１ 

3. 監査について･･････････････････････････････････････････P２ 

4. 運営指導及び監査のながれについて･･････････････････････P３ 

5. 運営指導及び監査後の手続き････････････････････････････P４ 

6. 指導状況について･･････････････････････････････････････P５ 

7. 介護職員等ベースアップ支援加算について･････････････････P6 

8. 令和６年度までの努力義務について･･･････････････････････P７ 

 

会津若松市高齢福祉課 



 

1 

 

1. 介護保険施設等指導方針、介護保険施設等監査指針の変更点     

令和 4年 3月 31日付老発 0331第６号「介護保険施設等の指導監督について（通知）」

において、実地指導における標準化・効率化に資する取り組み等を推進する観点から、新た

に「介護保険施設等指導指針」、「介護保険施設等監査指針」が定められました。 

 主な変更点は以下のとおりです。 

 

【介護保険施設等指導指針】 

・集団指導において、オンライン等（オンライン会議システム、ホームページ等）の活用を可能

とすることの明記 

・実地指導の名称が「運営指導」に変更 

・運営指導において、実地でなくても確認できるものは、オンライン等の活用も可能とする。 

・運営基準においては、国が定める標準確認項目・標準確認文書に基づき実施することとす

る。 

・所要時間の短縮、同一所在地等の運営指導の同時実施等により施設側と自治体双方の負

担軽減を図る。 

 

【介護保険施設等監査指針】 

・「高齢者虐待等により利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認

められる場合等」が監査方針として追加 

 

2. 指導について                                     

(1) 指導の目的 

〇介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保・法令等に基づく適正な事業実施 

〇介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化 

 

(2) 指導の形態 

① 集団指導 

(ア) 内容 

・事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図る。 

・自治体が所管する全ての事業所を対象とし、毎年度実施する。 

・内容については、介護保険制度の概要や報酬改定、運営指導や監査での指摘事項、行政

処分の概要やその要因、高齢者虐待防止、報酬請求の実施等、周知徹底を図る必要なもの

とする。 
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(イ) 実施方法 

・集合形式で実施 

※オンライン等の活用も可（ホームページへの資料掲載や説明動画の配信等） 

 

② 運営指導 

(ア) 内容 

(1) 介護サービスの実施状況指導 ※国が定める確認項目・確認文書に基づき行う 

〇施設・整備等の確認 

〇利用者に対するサービスの質の確認 

・利用者の生活実態の把握 

・適切なケアマネジメント・プロセスに基づいたサービス実施の確認 

・高齢者虐待及び不適切な身体拘束等の発見や防止 

 

(2) 最低基準等運営体制指導 ※国が定める確認項目・確認文書に基づき行う 

〇運営体制の確認 

 

(3) 報酬請求指導 ※国が定める各種加算等自己点検シートに基づき行う 

〇加算等の自己点検シートに基づく事業者側による自主的な点検の促進 

〇届け出た各種加算の要件の適正性及びサービスの実施状況の確認 

〇不適正な報酬の請求がある場合における是正指導 

 

(イ) 実施方法 

・実地で確認。 

所要時間の短縮、同一所在地等の運営指導の同時実施等により施設側と自治体双方の負

担軽減を図る。 

※（2）（3）に関しては、実地でなくても確認できるものは、オンライン等の活用も可 

 

3. 監査について                                                  

(1) 監査対象となる介護保険施設等の選定基準 

通報・苦情等に基づく情報や運営指導において確認した情報を踏まえて、指定基準違反や人

格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に行う。 

 

(2) 監査の方法 

報告、帳簿書類等の物件の提示を求め、関係者の出頭、質問を行うことにより情報を収集す

るとともに現地に立ち入って検査を行い、事実関係を確認する。 
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4. 運営指導及び監査のながれについて                     

(1) 運営指導 

・新しく指定した事業所は、運営内容を助言する観点から開設して１年程度が経過した後に１

回目を実施 

・１回目の運営指導後は、３年に１回程度のローテーションで実施。ただし、必要がある場合は

随時運営指導または監査を実施する。 

 

① 運営指導実施通知の送付（市→事業所） 

運営指導実施日の約 1 ヶ月前までに、対象となる事業所に事前通知を行い、資料の提

出等を依頼 

（運営指導の実施日時、根拠規定等について通知） 

 

② 事前提出資料の作成・提出（事業所→市） 

会津若松市ホームページから事前提出資料の様式等をダウンロードし、運営指導実施

日の約 1週間前までに提出 

※運営指導対象外の事業所においても、自己点検を実施してください。 

 

③ 運営指導当日 

事業所を訪問し、管理者等からのヒアリングや関係書類等の確認を行い、基準違反等

が確認された事項については、指導・助言等を通じて改善に取り組んでいただきます。 

 

④ 結果通知の送付（市→事業所） 

運営指導日から 1 ヶ月後を目途に結果通知を送付 

 

⑤ 改善報告書の作成・提出（事業所→市） 

運営指導の結果通知にて文書による改善指示があった事業所については、改善状況に

関する報告書を作成し、結果通知日から約 1 ヶ月以内に提出していただきます。 

（５．運営指導及び監査後の手続き 参照） 

 

⑥ 改善状況の確認・再指導等（市→事業所） 

改善報告書を基に、改善状況の確認を実施。不十分な点があった場合には、追加の調

査や指導等を実施 
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(2) 監査 

・以下の４点に該当する場合は、運営指導を中止して直ちに監査へ変更する。 

① 人員、施設設備、運営基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑

いがある場合 

② 介護報酬請求について不正又は不正の疑いがある場合 

③ 不正の手段による指定等又はその疑いがある場合 

④ 高齢者虐待等がある又はその疑いがある場合 

 

5. 運営指導及び監査後の手続き                         

(1) 運営指導後の手続 

① 指摘事項（文書指摘） 

〇法令・通知等に違反している場合で、改善報告を求めるもの 

（内容） 

(ア) 法令、条例、規則、厚生労働省及び県又は市から発出される各種通知等において定め

る各種基準等に違反している場合であって、その内容がサービスの提供に支障をきたし

ている場合 

(イ) 利用者支援（処遇）に関して、人権侵害など不適正な状況が認められる場合 

(ウ) 過去の指導において継続的に指導しているにもかかわらず、改善が図られていない重

大な事項の場合（改善の意思が見られず、指導事項によっては改善が期待できないと思

われる重大な事項の場合） 他 

 

② 指導事項（文書指摘） 

〇法令・通知に違反しているが、それが軽微である場合や、文書により改善報告を求めなく

ても改善が見込まれる場合 

→改善状況の報告は求めず、次回運営指導の際に改善状況を確認します。 

（内容） 

(ア) 法令、条例、規則、厚生労働省及び県又は市から発出される各種通知等において定め

る各種基準等に違反している場合であって、指摘事項に該当しない場合 

(イ) 当該事実が比較的軽微な事務的な漏れや誤り等であり、それが偶発的なものと認めら

れ、すぐに措置または改善が確実（可能）である場合 他 

 

③ 口頭指導（助言） 

〇指摘事項又は指導事項に該当しないが、サービスの質の向上に資すると考えられる事項 

→改善状況の報告は求めず、次回運営指導の際にも改善状況の確認は行わない。 
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(2) 監査後の行政上の措置 

① 勧告 

指定基準違反の事実が確認された場合、対象の介護保険施設等に対し、期限を定め、

文書により基準を遵守等の措置を取るべきことを勧告し、期限内に文書により報告を行わ

せるもの。なお。これに従わなかった場合は、その旨を公表することができる。 

 

② 命令 

   正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合、対象の介護保険施設等に対し、

期限を定め、文書により、その勧告に係る措置を取るべきことを命令し、期限内に文書によ

り報告を行わせるもの。なお、命令した場合は、その旨を公示しなければならない。 

 

③ 指定の取消し等  

指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第 78条の 10 各号、第 84 条

第１項各号、第 115条の 19各号及び第 115条の 29各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該介護保険施設等に係る指定を取り消すことができる。 

または期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。 

 

6. 指導状況について                                 

令和３年度地域密着型サービス事業所実地指導において、指摘が多かった事項は以下の

とおり。 

 

(1) 人員基準 

・勤務形態一覧表などの書類は、人員基準を満たしている実態に即した記載とすること。 

 

・本体事業所との兼務職員については、それぞれの事業所で職務に従事した時間がわかるよ

う記録すること。 

 

(2) 掲示物 

・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は、事業所の見やすい

場所に掲示すること。 

 

(3) 重要事項説明書等 

・運営規程と重要事項説明書の記載を統一し、利用者に誤解を与えない記載とすること。 

→運営規程、重要事項説明書及び広告（パンフレット）等の記載内容は合致させるようにして

ください。 
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・重要事項説明書に、サービスに関する第三者評価の実施の有無を記載すること。 

→重要事項説明書には、「運営規程の概要」、「事故発生時の対応」、「苦情処理の体制」、「提

供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評

価機関の名称、評価結果の開示状況）」等、利用申込者サービスを選択する上で必要な情報

をわかりやすく記載してください。 

 

・重要事項説明書等の書類に関して、説明した日などを遺漏なく記載すること。 

 

・重要事項説明書の苦情相談窓口に、市高齢福祉課及び国保連合会の連絡先を追加するこ

と。 

 ※記載すべき事項 

 〇高齢福祉課介護保険給付グループ ０２４２－３９－１２４７ 

 〇福島県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 024-528-0040    

  

・サービス提供の記録について、５年間保存とすること。（実態は 5年間保存しており、基準は

満たしている。） 

 

・個人情報利用同意書について、家族の個人情報の利用について、家族から同意を得ている

ことがわかるよう、書式を整えておくこと。 

→個人情報の利用について、本人と家族に説明はしているとのことですが、本人の情報は本

人から、家族の情報は家族から、それぞれ利用、提供等について同意を得たことが書面上も

明らかとなるように書式を工夫してください。 

 

(4) 苦情処理 

・苦情がなくとも、苦情処理簿を整備すること。 

→事業所として苦情の受付様式を定め、苦情を受け付けた場合には、その受付日、内容等を

記録してください。 

 

7.  介護職員等ベースアップ等支援加算について                               

国は、令和４年１０月以降に令和４年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を３％程度

（月額 9,000円相当）引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援

加算を創設しました。 

加算取得のための書類の提出に係る詳細については、決定次第会津若松市ホームページ

に掲載予定です。 
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8. 令和６年度までの努力義務について                                 

令和３年度介護報酬改定により、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間は努力義務

とされている事項は以下のとおりです。 

① 業務継続計画の策定等 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

③ 虐待の防止 

④ 認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること 

以上の事項は令和６年 3 月 31 日までに取り組む必要があります。余裕をもって対応にあたっ

てください。 

 

※根拠法令                                       

・介護保険法（平成 9年法律 123号） 

・介護保険施設等指導指針 

 （令和４年３月 31日老発０３３１第６号厚生労働省老健局長通知） 

・介護保険施設等監査指針 

 （令和４年３月 31日老発０３３１第６号厚生労働省老健局長通知） 

・介護保険施設等運営指導マニュアル 

（令和 4年 3月 31日老発０３３１第 7号厚生労働省老健局長通知） 

・基準省令 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」 

（平成 18年厚生労働省令第 34号） 

・解釈通知 

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」 

（平成18年3月31日老計発第0331004号・老振初第0331004号・老老発第0331017

号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知） 

・会津若松市介護保険施設等指導実施要綱 

・会津若松市介護保険施設等監査実施要綱 

・会津若松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 

 


