
題目 サービス種別 口頭指示事項

運営基準：掲示について 共通的事項 ・掲示の前にチラシが置かれていて掲示が確認できない。掲示物の前にものを置かないこと。

運営基準：掲示について 共通的事項
・事業所の見やすい場所に、運営規程の概要や重要事項等の利用申込者のサービス選択に資するもの
を掲示すること。

運営基準：記録の整備について 共通的事項
・実地指導中平成２９年度の書類について確認したが、書類の所在が分からないと回答される事例が数回
あった。必要となる書類の保管について管理者が適切に把握しておくこと。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

共通的事項
・就業規則の常勤時間の定義を事業所として４０時間と定めているが就業規則上では４４時間となってい
る。その他にも必要とする事項（休憩時間、有給休暇の付与等）が定義されていない事例も散見する。当
日指摘した事項について適切に修正すること。

運営基準：衛生管理について 共通的事項 ・感染症、食中毒等のマニュアルを整備し、従事者がいつでも確認できる場所に置いておくこと。

運営基準：記録の整備について 共通的事項

以下の書類が事業所内に適切に保管されていなかった。事業所内で適切に保管し、その内容を報告する
こと
・重要事項説明書が最終頁の同意欄のみ保管されている。本文も併せて保管すること。
・従業者の資格を証する書類
・従業者の雇用証明書
・従業者の守秘義務に関する誓約書

平成２９年度口頭指示事項
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：運営規程について 共通的事項

運営規程について、以下の事項を確認及び適切に修正し、変更届を提出すること。
・引用している基準の内容が古いものとなっている。現在の告示が引用できるよう記載を改めること。
・負担割合（２割負担）に関する記載が行われていなかったため記載すること。
・第１号通所事業の運営規程が作成されていない。速やかに作成すること。
・平成２７年度の法改正に関する事項（２割負担の導入や報酬改定に関する事項）が反映されていないた
め、修正すること。
・通常の事業実施地域が届出内容と異なっていた。また誰が読んでも同じように解釈できるよう交通費の
記載を改めること。
・事業の目的に介護予防の視点が記載されていない。
・通常の事業の実施地域については、町名を指定または地図にて地域を明示するなど、具体的に記載す
ること。
・受領実態はないが受領できない費用項目が記載されていたため、修正すること。
・損害賠償を含め事故対応の規程を追記すること。
・引用している告示の内容が居宅サービスの費用等の基準となっている。地域密着型サービスの費用等
の基準を引用するよう記載を改めること。
・報酬告示を引用しているが、報酬告示に記載されている加算項目を再度運営規程に記載している。二重
記載となるので、記載を改めること。
・サービス種別が通所介護と旧来のままになっているため修正すること。
・その他誤字等の軽微な修正事項について適切に修正すること。

運営基準：勤務体制の確保等
について

共通的事項
介護従業者の質の向上を図るため、年間計画を立てる等計画的に研修を実施すること。また、研修修了
後は、報告書の作成やスタッフ会議等を活用して、全職員で研修内容を共有すること。

運営基準：緊急時等の対応につ
いて

共通的事項
緊急時対応に関するマニュアルや連携方法について作成されていない。介護職員が緊急時に対応できる
ようマニュアル等を作成し、共有すること。

運営基準：勤務体制の確保等
について

共通的事項
勤務表は月ごとに作成し、介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護
職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項
減災マニュアルでは避難訓練を年２回実施すると記載されていたが、実際の実施状況は年１回程度となっ
ている。計画に従い定期的に実施すること。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項
洪水時の避難確保計画は作成されているが、水害以外のリスクについて想定した非常災害に関する計画
が作成されていない。非常災害に関する計画については、事業所に影響があり得るリスクについて記載
し、その対応方法を検討すること。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項 厚生労働省及び国土交通省の各種通知を参考に非常災害に関する具体的計画を策定すること。

運営基準：秘密保持等について 共通的事項
個人情報の利用に関する同意書が受領できていない事例が１例あった。個人情報の利用に関する趣旨を
説明した上で速やかに受領すること。

運営基準：内容及び手続の説
明及び同意について

共通的事項
個別サービス計画書や重要事項説明書の署名捺印欄が本人以外の同意受領となっている。サービスの
同意受領及び交付対象者は本人であるため本人名義で受領すること。本人が記載することが困難な場合
については、本人の意思を確認した上で代筆であることを明記し受領すること。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

共通的事項
雇用契約書に勤務開始日が記載されていない。契約内容は、利用者に対し適切なサービスが提供できる
よう実態と合う内容とすること。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

共通的事項
事業所が定義する常勤の勤務時間と就業規則に記載されている常勤の勤務時間の定義が異なる就業規
則を修正予定とのことだが、実態と異なる状況が継続するのは望ましくない。速やかに修正すること。

運営基準：事故発生時の対応
について

共通的事項 事故発生時の記録について、市に報告する必要がある事項については報告すること。

運営基準：事故発生時の対応
について

共通的事項
事故発生時の対応についてマニュアル等が作成されていない。事故発生時の対応についてあらかじめ定
めておくことが望ましい。

運営基準：事故発生時の対応
について

共通的事項
事故報告は作成されているが、職員全体への共有や、事故原因のフィードバックが行われていない。事故
報告は、事故原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるために作成するものである。職員間で適切
に共有し、再発防止に努めること。

運営基準：内容及び手続の説
明及び同意について

共通的事項
重要事項説明書同意欄に日付の記載が漏れているものが散見した。同意確認を行った日付は非常に重
要な事項である。日付を明記するよう徹底すること。

運営基準：内容及び手続の説
明及び同意について

共通的事項
重要事項説明書の同意を受理しているが、同意欄の頁のみが保管されており、どのような事項について
説明し同意を得たのかが確認できない状態となっている。利用者保護及び事業者保護の観点から本文も
併せて保管すること。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：広告について 共通的事項
パンフレットに以下の誤記があったため修正すること。
・終了時間が実際の提供状況と異なる。
・２割負担について記載されていない。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項
非常災害計画の作成が消防計画と地震の際の減災マニュアルのみとなっていた。厚生労働省通知「介護
保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について」を参考に風
水害や地震も含んだ非常災害計画として作成すること。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項

非常災害時の減災対応マニュアルにおいて以下の事項についての記載を検討すること。
　・事業所の立地条件を明記し、施設が置かれているリスクを予め想定すること。
　・災害ごとに具体的な情報収集手段を確認しておくこと。
　・避難先を具体的に定めること。
　・避難等の判断基準を明確に定めておくこと。
　・避難場所までの経路を記載すること。
　・地域との協力体制について記載すること。
　・施設内避難の場合の備品確保について表記すること。
　・避難準備に関する情報の発令レベルに応じた具体的な行動について記載すること。
　・自衛水防組織については、統括管理者を定めること。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項
非常災害に備えるため、避難経路や避難方法などの非常災害対策計画を早急に策定し、利用者の安全
を守るための必要な訓練を行い、非常災害対策に万全を期するようにしておくこと。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項
避難訓練が年２回実施すると運営規程の中で定められているが実施されていない。定期的に実施するこ
と。

運営基準：受給資格等の確認
について

共通的事項

被保険者証の写しが受理できていない事例が確認された。ケアマネジャー等から開示結果を受理し、要介
護度の把握は行っているとのことだが、被保険者証には認定審査会が付する意見等その他重要な事項も
記載されており、適切にサービスを提供するには確認すべき事項である。被保険者証はサービス提供時
に必ず確認すること。

運営基準：事故発生時の対応
について

共通的事項
ひやりハットと事故の境界が明確に定義されておらず、事故と思しき事例がひやりハットとして報告されて
いる事例が散見した。事業所としてひやりハットと事故の定義を明確にし対応することが望ましい。

運営基準：利用料等の受領につ
いて

共通的事項
負担割合証が受領できていない事例が確認された。所得に応じて利用者が負担する金額が変わるため、
受理し適切に確認を行うこと。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：内容及び手続の説
明及び同意について

共通的事項
報酬改定があった際の重要事項説明書の取り直しや説明ができていない。利用料金に変更があった場合
は利用者に又はその家族に対して予め説明を行い、利用者の同意を受理すること。

運営基準：利用料等の受領につ
いて

共通的事項
利用者に請求する料金の算出過程が分かるよう記載すること。一部加算内容が誤っていたため、改める
ほか、加算の内容を追記すること。
契約書中、利用者から見た続柄が分かるよう利用者代理人の横に続柄欄を設けること。

運営基準：運営推進会議につい
て

共通的事項
運営推進会議の開催結果が公表されていない。利用者や地域住民、利用者家族等が確認できるよう公表
すること。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

共通的事項
介護従業員の研修及び運営推進会議について、復命を行っていないものや供覧を行っていないものが確
認された。職員の資質向上のためにも供覧し、従業員間で共有すること。

運営基準：苦情処理について 共通的事項
苦情や事故、ヒヤリハットの様式はあるが、記録は見られなかった。再発防止のため、またサービスの資
質向上のため、記録に努め従業員の意識を高める取り組みを行うこと。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

共通的事項
研修記録が作成されていない。職員の質の向上に向け、内部研修も含め、受講者から研修報告をもらうよ
うにし、外部研修受講者からは、報告書の作成に加え、他の職員にも情報の共有が出来る機会を持つこと
が望ましい。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

共通的事項 雇用契約内容と業務実態とが違う職員が２名確認された。契約内容は、実態と合う内容にすること。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：内容及び手続の説
明及び同意

共通的事項

重要事項説明書及び契約書について、以下の事項を確認し適切に修正すること。
・誤字脱字が散見したため適切に修正すること。
・サービス種別が旧来のままとなっている。修正すること。
・重要事項説明書は契約に先立って説明を行うためのものであるため、契約を前提とした文言の利用を避
けること。
・苦情申立先の市の連絡先が誤っているため修正すること。
・引用している基準の内容が古いものとなっている。現在の告示が引用できるよう記載を改めること。
・職員体制について、具体的な人数を記載すること。
・事業所番号（滋賀県・・・・号）→（東近江市・・・・号）に修正すること。
・利用料等について、２割負担と地域区分の件について記載すること。またサービス料金については、円で
記載されているが記載されている数値は単位のものであり、混同を起こしやすくなっている。修正するこ
と。
・居室面積の平均値で記載するのではなく実際の値を記載すること。
・苦情問合先の電話番号に誤りがあるため修正すること。
・重要事項説明は契約の前段として行う行為であるため、契約書を参照する等契約を前提とした記載は改
めること。
・送迎を行う地域が運営規程の通常事業の実施地域と合致しない。適切に修正すること。
・各種加算や七級地の算定に関する説明を追加すること。
・利用料金の入浴費が介護サービス費用でないような誤認を招く記載となっているため修正すること。
・苦情の問合せ先に市及び滋賀県国民健康保険団体連合会を記載すること。
・契約書について、契約の終了日を明確にすること。
・時間外サービスといった表記が、延長加算等の介護保険内サービスと誤認しやすい表記となっている。
誤認を防ぐ表記について検討すること。
・苦情等申立先について、「東近江市介護保険窓口」は「長寿福祉課」に修正すること。
・その他誤字等の軽微な修正事項について適切に修正すること。

運営基準：非常災害対策につい
て

共通的事項
消防、風水害や震災等非常災害に関する具体的な計画を作成し、定期的に従業者へ周知すること。また、
避難、救出等の訓練を年２回以上行うこと。この訓練については地域住民等の参加を得ることが望まし
い。

運営基準：秘密保持等について 共通的事項
職員から秘密保持の誓約書が受領できていない。従業者又は従業者であったものが知り得た秘密を漏え
いしないよう誓約書は受理すること。また、退職時についても改めて秘密保持の誓約書を受理する用努め
ること。

運営基準：勤務体制の確保等
について

共通的事項
職員勤務表と出勤簿（タイムカード）に齟齬及び出勤簿の記録漏れが散見される。出勤簿の記録は必ず行
い、正確な勤務管理を行うこと。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：勤務体制の確保等
について

共通的事項
職員研修が管理者の外部研修への参加のみであり、ほとんど実施されていない。職員の研修は外部研修
内部研修含め計画的にに実施すること。また、受講した研修等の内容を従業者全員へフィードバックする
こと。

人員基準：従業員の員数につい
て

認知症対応型通所介護
職員勤務表と出勤簿（タイムカード）に齟齬及び出勤簿の記録漏れが散見された。出勤簿の記録は必ず行
い、正確な勤務管理を行うこと。

設備基準：相談室について 認知症対応型通所介護
相談室については、事業所事務所と共用となっていたが、遮へい物等の設置により相談のプライバシーが
保たれるよう配慮すること。

運営基準：記録の整備について 認知症対応型通所介護
　バイタル記録、事業日報、サービス提供記録の３つの利用して利用者の記録を管理しているが、その内
容にズレがある事例が１例確認された。請求には影響のない項目であったが各種記録について、ズレがな
いよう点検を行うこと。

運営基準：認知症対応型通所
介護計画の作成について

認知症対応型通所介護
外出を行っている対象者の認知症対応型通所介護計画を確認したが、計画上に機能訓練としての位置付
けが十分に行われていなかった。外出の位置づけについては、通常行っている機能訓練との関連性を持
たせながら位置づけ、それに対し評価及び記録を行うこと。

運営基準：居宅介護支援事業
所との連携について

認知症対応型通所介護

居宅介護支援計画と実際のサービス提供計画において利用回数に差異のある事例が確認された。内容
を確認したところ最新の居宅介護支援計画が受領できていない事例であった。計画の交付義務は居宅介
護支援事業所側にあるものだが、適切に計画の変更の援助を行うためにも、居宅介護支援事業所と密接
に連携を取ること。

運営基準：認知症対応型通所
介護計画書の作成について

認知症対応型通所介護
居宅サービス計画において、本人の状態像が変化したため目標が更新されていたが、認知症対応型通所
介護計画において目標や計画が更新されていない事例が確認された。認知症対応型通所介護計画書は
変更の必要が生じた際には適時変更すること。

運営基準：サービス提供の記録
について

認知症対応型通所介護
事業日報を確認したが、入浴介助の有無に関する記載漏れが散見した。個別記録の中で入浴記録は確
認できたが、報酬請求に係る資料であるため、記載誤りが無いよう点検すること。

運営基準：居宅介護支援事業
所との連携について

認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護計画内に現に提供を行っていないサービスの記載があった。通所介護計画に沿っ
て記載したとのことだが、現にサービス提供を行っていない事例がある場合、居宅介護支援事業所と連携
し、計画の修正を援助すること。

運営基準：認知症対応型通所
介護の具体的取扱方針につい
て

認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護計画の記載内容について、家族や職員に対して適切に情報共有を行う観点から、
提供の際に注意すべき項目や、健康管理上注意すべき項目の数値等を具体的に記載することが望まし
い。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

請求関係：算定体制の届出につ
いて

認知症対応型通所介護
個別機能訓練加算を現在算定しておらず、また算定できる体制でないが、加算取得を行わない旨の届出
が提出されていない。提出すること。

運営基準：掲示について 認知症対応型共同生活介護 運営規程の概要、介護従業者の体制、苦情相談窓口等が掲示されていない。掲示すること。

運営基準：地域との連携につい
て

認知症対応型共同生活介護
運営推進会議の開催結果が公表されていない。利用者や地域住民、利用者家族等が確認できるよう公表
すること。

運営基準：協力医療機関等につ
いて

認知症対応型共同生活介護
協力医療機関等の契約書が確認できなかった。利用者の入院や休日夜間等における対応等について円
滑な協力を得るため、契約書を交わす等の方法であらかじめ連携及び協力に必要なについて取り決めて
おくこと。

運営基準：勤務体制の確保につ
いて

認知症対応型共同生活介護
夜間及び深夜の時間帯設定を定義について確認した。口頭で時間設定を確認できたが、その時間を定義
している資料が確認できなかった。夜間の時間帯設定については、人員基準等を算定する上で重要な事
項であるため、明確に定義することが望ましい。

運営基準：掲示について 認知症対応型共同生活介護 掲示事項に一部記載誤りがあったため適切に修正すること。

請求関係：算定体制の届出につ
いて

認知症対応型共同生活介護 サービス提供体制強化加算Ⅲを算定不可としているが変更届が提出されていない。提出すること。

報酬基準：医療連携体制加算
について

認知症対応型共同生活介護

・医療連携体制加算を取得しているが、２４時間勤務に当たっている看護職員の当該勤務条件に関する通
知や契約等が確認できなかった。被雇用者に勤務条件を正確に伝えるため、雇用契約等において正確に
通知すること。
・重度化した場合の対応に係る指針において、連携体制の詳細、入院期間中の居住費等の取扱、本人及
び家族との話し合いや意思確認の方法等の記載が行われていなかった。報酬解釈通知を参考に、利用者
及び利用者家族に伝えるべき事項をわかりやすく当該指針に記載すること。

報酬関連：医療連携体制加算
について

認知症対応型共同生活介護
医療連携体制加算には、看護師により２４時間連絡できる体制を確保する必要があるが、雇用している看
護師に対してそのような契約を行っている事実が確認できなかった。雇用契約等において２４時間連絡で
きる体制の確保を明確に定義すること。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

その他：消防法に基づく立ち入
り検査での指摘事項の是正に
ついて

認知症対応型共同生活介護
消防法に基づき東近江行政組合が実施した立ち入り検査により指摘された事項が改善されていない。速
やかに改善すること。

その他：設備の衛生管理につい
て

認知症対応型共同生活介護
複数の利用者や外部の人間が布タオルに触れられる状態になっている。衛生管理の観点から１枚のタオ
ルを複数の人が触れないような工夫をすること。

運営基準：居宅サービス計画に
沿ったサービスの提供について

療養通所介護
介護支援専門員の居宅介護支援計画に記載されていない療養通所介護計画が作成されている。サービ
ス提供上プランの変更の必要性が生じた際は、サービス担当者会議で確認する等居宅介護支援計画が
変更されるよう必要な援助を行うこと。

報酬基準：送迎を行わない場合
の減算について

療養通所介護

療養通所介護の送迎を行わない場合の減算について、個別送迎体制強化加算との算定要件の混同が見
られた。当該減算は、送迎自体を行わなかった場合に適用する減算であり、個別送迎体制強化加算にお
いて必要とされる個別送迎を行わなかった場合に適用する減算ではない。報酬告示を確認し、適切に請
求業務を行うこと。

設備基準について 地域密着型通所介護
食堂および機能訓練室の合計面積（36.56㎡）にテレビや棚が見られたため、その部分を差し引き、増減が
ある場合は変更届を提出すること。

設備基準：静養室について 地域密着型通所介護
静養室の配置が届出と異なる。現在の静養室は食堂及び機能訓練室の一部を利用しているため、現在の
状況に合わせ変更届等を提出すること。

設備基準：相談室について 地域密着型通所介護
相談室の配置が届出と異なる。現在の相談室は事務所の一部を利用しているため、現在の状況に合わせ
変更届等を提出すること。又、事務所と相談スペースの間に遮へい物等の設置がなくプライバシーの配慮
がなされていない。遮へい物等の設置により相談のプライバシーが保たれるよう配慮すること。

運営基準：掲示について 地域密着型通所介護
・指定第１号事業の掲示が行われていなかったため、掲示すること。また、掲示が一部黒板の裏に隠れる
等見えにくい状態となっていた。掲示は見やすい場所に行うこと。

運営基準：地域密着型通所介
護計画について

地域密着型通所介護

・地域密着型通所介護計画に従ったサービスの目標の達成状況の記録が行われていない事例や、居宅
介護支援専門員に提出した評価記録を保存していない事例及び数年間にわたり地域密着型通所介護計
画の内容が全く変更されていない事例が散見した。目標の達成状況を評価することは地域密着型通所介
護計画を作成する上で重要な事項であり、その評価を従業者間で共有するためのツールであるという視
点に立ち、適切に記録し、保管すること
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護

・地域密着型通所介護計画について、評価方法に苦心している様子が見受けられた。利用者にもその家
族にも理解できるような明確な内容を目標として設定することが望ましい。
・地域密着型通所介護計画において外出行為が定義されていたが、外出によって期待する効果等が明示
されていない。外出を行うことでどのような効果を期待するのか明確に記載すること。

運営基準：個人情報の取扱につ
いて

地域密着型通所介護
・個人情報の取り扱いについて、秘密を保持すべき旨を雇用時および退職時の契約等で取り決めておくこ
と。

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護

居宅介護支援計画において、サービス付高齢者向住宅のサービス提供内容として記載されていた事項が
地域密着型通所介護計画に提供事項として記載されていた。管理者へ意図を確認したが、居宅介護支援
計画の意図が不明との回答であった。居宅介護支援計画に沿った地域密着型通所介護を提供するため
にも、居宅介護支援計画について適切に把握し、不明な点等があれば適時確認すること。

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護
ケアプランに記載されている目標が、地域密着型通所介護計画では記載が省略されている事例があっ
た。内容及び意図を確認したところ、単純な記載漏れであったため、把握した課題が漏れないようケアプラ
ンに沿った地域密着型通所介護計画を作成すること。

運営基準：心身等の状況の把
握について

地域密着型通所介護
サービス担当者会議における要点等の記録が保管されていない事例が散見した。サービス担当者会議に
おいて議論された内容について、介護従業者へも共有するため、当該記録は適切に受理し保管しておくこ
とが望ましい。

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護
サービス提供時に外出を行っていたが、計画上に機能訓練としての位置付けが十分に行われていなかっ
た。外出の位置づけについては、通常行っている機能訓練との関連性を持たせながら位置づけ、それに対
し評価及び記録を行うこと。

運営基準：記録の整備について 地域密着型通所介護
車両の運行記録が作成されていない。送迎行為についても介護報酬の算定対象に含まれているため、そ
の記録を明確に作成すること。

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護計画の目標及びニーズについて、具体性が欠けるものがあり内容について確認を
行った。居宅介護計画の記載と全く同じ内容が記載されているが、地域密着型通所介護計画は居宅介護
計画に沿って作成されるものであり、まったく同一の記載にする必要があるものではない。地域密着型通
所介護計画がより利用者、介護従業者、ケアマネジャーの意思統一を図ることができるよう具体的な記載
を行われたい。サービス担当者会議等を通じて、目指すべき状態像や目標を共有できるよう関係各所と意
思疎通を図られたい。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護
地域密着型通所を提供した評価を行っているが、評価で見直しとしているのに見直した内容が記載されて
いない事例が確認された。評価は適切に行うこと。

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護計画書の書式に「痴呆老人自立度」、「障害老人自立度」等古い文言が散見する。正
しい標記に改めること。

運営基準：地域密着型通所介
護計画の作成について

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護計画書の署名捺印欄が本人以外の同意受領となっている。地域密着型通所介護の
同意受領及び交付対象者は本人であるため本人名義で受領すること。本人が記載することが困難な場合
については、本人の意思を確認した上で代筆であることを明記し受領すること。

請求関係：算定体制の届出につ
いて

地域密着型通所介護
介護報酬の加算について、現に実施されていない認知症加算は体制届出書を速やかに提出し取り下げる
こと。

請求関係：医療費控除の記載
について

地域密着型通所介護 領収書には、医療費控除の欄がなかったため、ソフト会社に確認し設定可能なら、設けること。

報酬基準：個別機能訓練加算
Ⅱについて

地域密着型通所介護
個別機能訓練加算の居宅における評価を行い、目標を設定しているが、評価を行った際の記録が確認で
きなかった。評価については、その行った日付、担当者、評価内容を明確に記録し、適切に保管すること。

その他：変更の届出について 地域密着型通所介護
・運営規程、重要事項説明書、契約書について、修正すべき部分（機能訓練指導員の配置等）があったの
で改善すること。また、運営規程を変更された場合は、１０日以内に市へ変更届を提出すること。

その他：送迎車の標記誤りにつ
いて

地域密着型通所介護 ・送迎車のボディーに実施されていない「ショートステイ」の表記があったため、削除すること。

その他：設備の衛生管理につい
て

地域密着型通所介護
エアータオルが配置されている場所と同じ場所にタオルがかけられている。衛星管理上、使わないタオル
を下げたままにしているのは適切ではない。タオルについてはこまめに交換するか、使用しないのであれ
ば置かないこと。

その他：設備の衛生管理につい
て

地域密着型通所介護
キッチンに使用済みのタオルがかけっぱなしになっていた。衛生管理上不適切であるため使用が完了した
タオル等については速やかに片づけること。
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題目 サービス種別 口頭指示事項

平成２９年度口頭指示事項

その他：設備の整理整頓ついて 地域密着型通所介護
事業所の廊下や機能訓練室に使用していない物（流しそうめんの道具等）が雑多に放置されていた。安全
管理上及び衛生管理上適切な状態であると言い難い。速やかに保管場所を確保し、整頓を行うこと。

その他：プライバシーへの配慮
について

地域密着型通所介護
食堂兼機能訓練室内にて個人情報を扱うパソコンが置かれていたが、歩行者の視界に画面が入りやすい
環境となっていた。視線が切れるような配置を行う、離籍時はパスワードをかける等個人情報の流出防止
へ配慮すること。

その他：設備の安全管理につい
て

地域密着型通所介護
食堂兼機能訓練室に食器棚が配置されているが、利用者が手を伸ばせば取る事が可能な高さであるた
め、扉を閉めておく方が望ましい。棚の上には、はさみやネジ回しなども手に取れる高さのため、安全管理
の観点から使用しないものについては片づけること。

その他：設備の衛生管理につい
て

地域密着型通所介護
設備の洗面台に雑巾が放置されていた。衛生管理上不適切であるため使用が完了した雑巾等について
は速やかに片づけること。

その他：設備の衛生管理につい
て

地域密着型通所介護
複数の利用者や外部の人間が布タオルに触れられる状態になっている。衛生管理の観点からペーパータ
オルを利用する等１枚のタオルを複数の人が触れないような工夫をすること。

運営基準：秘密保持等について 共通的事項
個人情報を含むファイルが食堂及び機能訓練室に鍵無で保管されていた。秘密保持の観点から不適切で
あるため、漏洩を防ぐため鍵付のロッカー等に保管すること。

運営基準：掲示について 共通的事項
平成２７年度の後期高齢者医療保険制度のポスターが未だに掲示されていた。現行制度と異なるような古
いポスターは外すこと。

その他：設備の安全管理につい
て

共通的事項
棚の上等に物が不安定な状態で置かれている。地震等があった場合、いつ落ちてきてもおかしくない状態
となっているので、棚の上に物を置かない、或いは、滑り止め等落ちてこないような工夫をすること。

12



題目 サービス種別 文書指摘事項 法的根拠

運営基準：会計の区分につい
て

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護の会計の区分は他の事業種別と明確に区分しなけ
ればならないが、法人の会計書類を確認した結果、他の事業所との会計
が同一となっていた。
以降の経理区分については「介護保険の給付対象事業における会計の区
分について」を参考に事業ごとに明確に区分し取り扱うこと。

基準条例第２２１条
（準用第４１条）
基準解釈通知第３の一第４項２８号
介護保険の給付対象事業における会計の区分につい
て
平成１３年３月２８日老振発第１８号

運営基準：地域との連携につい
て

地域密着型通所介護
平成２８年度の権限移譲以降、地域密着型通所介護の運営推進会議が１
度しか開催されていない。６か月に１回程度開催する必要があるため、開
催すること。

基準条例第２１８条
基準解釈通知第３　二の二　３（９）

運営基準：地域密着型通所介
護の具体的取扱方針について

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は事業所内でサービスを提供することが原則であ
り、屋外でのサービスは、あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置づけ
られ、かつ効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合にできるもの
となっているが、貴事業所では、地域密着型通所介護計画で外出の位置
づけ等が明確にされない状態で外出され、機能訓練等の内容に係る記録
を作成し保存されていない事例が散見された。このため、当事案に該当す
る外出を自主点検のうえ、必要書類を添えて報告すること。

指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準　第26条、第36条
指定地域密着型サービス等及び指定地域密着型介護
予防サービス等に関する基準について　第3-2の2-
3(2)④

運営基準：非常災害対策につ
いて

地域密着型通所介護

非常災害に関する具体的な計画が未作成であるため、厚生労働省通知や
各種ガイドライン等を参考に、地域密着型通所介護事業者として、立地条
件等を踏まえた具体的な災害対応、避難マニュアル、連絡体制等を整備
し、職員に周知すること。また、非常災害に備えるための必要な訓練が行
われていない。起こりうる非常災害を想定し訓練を実施すること。また宿泊
サービスについても実施しているため、夜間を想定した訓練等も実施する
こと。

基準条例第２１６条
基準解釈通知第３の三の３（７）
「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非
常災害時体制整備強化・徹底について」（平成２８年９
月９日付老老発０９０９第１号）

運営基準：非常災害対策につ
いて

地域密着型通所介護

非常災害に関する具体的な計画が未作成であるため、厚生労働省通知や
各種ガイドライン等を参考に、地域密着型通所介護事業者として、立地条
件等を踏まえた具体的な災害対応、避難マニュアル、連絡体制等を整備
し、職員に周知すること。また、非常災害に備えるための必要な訓練が行
われていない。起こりうる非常災害を想定し訓練を実施すること。

基準条例第２１６条
基準解釈通知第３の三の３（７）
「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非
常災害時体制整備強化・徹底について」（平成２８年９
月９日付老老発０９０９第１号）

人員基準：管理者について
運営基準：管理者の責務につ
いて

地域密着型通所介護

管理者が同一敷地内に存在する複数の事業所の管理者を兼務している
が、口頭指摘事項や文書指摘事項にもあるように基準の規定が遵守でき
ていない事例が多数確認された。所掌する業務範囲が広く管理業務に支
障が無い適切な兼務状況であるとは言い難い状況であるため、管理者の
兼務について適切に見直しを行うこと。

基準条例第２０５条
基準解釈通知第３　二の二　１（４）
基準条例第第２１２条第２項
基準解釈通知第３　二の二　３（４）

平成２９年度文書指摘事項
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題目 サービス種別 文書指摘事項 法的根拠

平成２９年度文書指摘事項

人員基準：管理者について
運営基準：管理者の責務につ
いて

地域密着型通所介護

管理者が事業所の生活相談員及び介護職員を兼務しているが、口頭指摘
事項や文書指摘事項にもあるように基準の規定が遵守できていない事例
が多数確認された。所掌する業務範囲が広く、管理業務に支障が無い適
切な兼務状況であるとは言い難い状況であるため、管理者の兼務につい
て適切に見直しを行うこと。

基準条例第２０５条
基準解釈通知第３　二の二　１（４）
基準条例第第２１２条第２項
基準解釈通知第３　二の二　３（４）

人員基準：生活相談員につい
て

地域密着型通所介護

生活相談員２名のうち、１名は無資格の者が配置されていた。また、サー
ビス提供時間に生活相談員が未配置の日があった。生活相談員は、提供
日ごとに、サービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数以上の勤務
時間数の配置が必要となっていることから、未配置の日がないよう早急に
有資格者（社会福祉主事任用資格、介護支援専門員（業務経験者）、社会
福祉士、精神保健福祉士）を配置すること。

指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準　第２０条第１項第１号
運営基準等に関するＱ＆Ａ （H14.3.28 厚生労働省老
健局振興課　事務連絡）別紙「Ⅰ」

人員基準：生活相談員につい
て

地域密着型通所介護

有資格者の生活相談員が配置されていないことを確認した。生活相談員
は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者またはこれと
同等以上の能力を有すると認められる者となっており、滋賀県では、社会
福祉主事任用資格、介護支援専門員（業務経験者）、社会福祉士、精神保
健福祉士を有資格者としている。生活相談員は提供日ごとに、サービス提
供開始時刻から終了時刻までの時間数以上の勤務時間数の配置が必要
となっていることから、早急に有資格者を配置できるよう配置計画書を提出
すること。

基準条例第２０４条
基準解釈通知第３　二の二　１（１）④
社会福祉法第19条第1項各号

人員基準：生活相談員につい
て
運営基準：勤務体制の確保に
ついて

地域密着型通所介護

生活相談員がサービス提供時間帯を通じて配置されていない日が確認さ
れた。生活相談員はサービス提供時間帯を通じて配置する必要があるた
め、配置すること。また、当該勤務状況についての記録を確認しようとした
ところ、平成２９年９月以外の勤務表が作成されておらず、配置が十分にで
きていたのか確認している様子も見られなかった。勤務表を作成し、人員
基準を満たした配置ができているか確認すること。また、勤務表が未作成
の月についても、勤務表を作成し、人員基準が満たせているか確認し、報
告すること。

基準条例第２０４条
基準解釈通知第３　二の二　１（１）④
基準条例第２1４条
基準解釈通知第３　二の二３（６）①

請求関係：領収書の発行につ
いて

地域密着型通所介護

口座振替により受領した指定地域密着型サービスその他サービスの提供
に要した費用（以下「利用料金」）の領収書が交付されていない。指定地域
密着型サービス事業者は、利用料金を受領した際には領収書を交付しな
ければならないため交付すること。

介護保険法第４２条の２第９項
（準用第４１条第８項）
介護保険法施行規則第６５条

設備基準：設備の専用につい
て

地域密着型通所介護
同一敷地内で営業しているサービス付高齢者向け住宅の入居者が日中地
域密着型通所介護（予防通所含む）のスペースを利用している。専用スペースを
明らかにしない利用は、設備の専用の観点から不適切であるため改めること。

基準条例第２０６条第３項
基準解釈通知第３　二の二　２（２）②
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準　第95条、第105条の4
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題目 サービス種別 文書指摘事項 法的根拠

平成２９年度文書指摘事項

変更の届出について 地域密着型通所介護
運営規程や事業所の専用区画等変更を行った場合指定権者へ提出が必
要となる資料の提出がなされていないことが数点確認された。届出が必要
な事項については変更後１０日以内に提出すること。

介護保険法第７８条の５
介護保険法施行規則第１３１条の１３

変更の届出について 地域密着型通所介護

相談室の配置が届出内容と異なる。事業所の専用区画等変更を行った場
合指定権者へ提出が必要となるが、変更届が提出されていないことが確
認された。届出が必要な事項については変更後１０日以内に提出するこ
と。

介護保険法第７８条の５
介護保険法施行規則第１３１条の１３

運営基準：勤務体制の確保に
ついて

認知症対応型共同生活介護

夜間及び深夜の時間帯設定が、勤務表、運営規程、就業規則で全て異な
る時間帯を設定している。この時間帯設定は適切なサービスを提供するた
め非常に重要なものであるため、事業所として明確に定義し、事業所とし
て徹底すること。

基準条例第１２３条
基準解釈通知第３の五の４の（９）③

運営基準：指定認知所対応型
共同生活介護の取扱方針につ
いて

認知症対応型共同生活介護

介護従業者が認知症対応型共同生活介護計画の内容を十分に把握して
おらず、認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービス提供が適切に
行われていない可能性がある。認知症対応型共同生活介護計画が介護
従業者に周知徹底されるよう適切に説明を行うこと。

基準条例第１１７条第３項及び第４項

運営基準：調査への協力等に
ついて

認知症対応型共同生活介護
過去行った指導について口頭指示等を行っていた事項が修正されていな
い事例が散見した。指導記録を十分に確認し必要な改善を行うこと。

基準条例第１０４条

運営基準：入退居について 認知症対応型共同生活介護

自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合について判
断する基準が定まっておらず、事業者としてサービス提供が困難な事例に
対しても退居に必要な援助が十分行われていなかった。退居について判
断する基準とその際に必要となる援助を再度確認し、周知徹底すること。

基準条例第１１４条第３項、第５項及び第６項
予防基準条例第７５条第３項、第５項及び第６項
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題目 サービス種別 文書指摘事項 法的根拠

平成２９年度文書指摘事項

運営基準：認知症対応型共同
生活介護計画の作成について

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護計画内容について、介護従業者が十分に把
握しておらず、計画の変更に際して介護従業者との連携が十分に行われ
ていない。認知症対応型共同生活介護計画において従業者に対して説明
を行い、適切に連携を行うこと。

基準条例第１１８条第３項、第６項及び第７項

運営基準：認知症対応型共同
生活介護の取扱方針について
運営基準：認知症対応型共同
生活介護計画の作成について

認知症対応型共同生活介護

サービス提供開始直後に認知症対応型共同生活介護計画が作成されて
いない事例を確認した。認知症対応型共同生活介護のサービスは同計画
に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われるべきも
のであり、サービス提供に先立って作成されなければならない。計画の作
成状況について自主点検を行い、本市まで報告すること。また、今後の利
用者については必ずサービス提供に先立って計画を作成し、交付するこ
と。

基準条例第１１７条第３項
基準条例第１１８条第２項

運営基準：利用料等の受領に
ついて

認知症対応型共同生活介護
日常生活費や教養娯楽費といった費用を月定額で受領している。当該費
用がグループホームで受領できる利用料ではない。速やかに定額での受
領を中止し、各種規程、重要事項説明書、パンフレット等を修正すること。

基準条例第１１６条第３項
基準解釈通知第３の五の４の（３）
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い
について（平成１２年３月３０日　老企第５４号）

運営基準：利用料等の受領に
ついて

認知症対応型共同生活介護

サービス提供と関係のない費用とサービス提供に関係するその他の日常
生活費が教養娯楽費として一括で徴収されている。サービス提供に関係
のある費用と関係のない費用を明確に区分し徴収すること。また、サービ
ス提供に関係のある費用については運営規程において明確に定義するこ
と。

基準条例第１１６条第３項
基準解釈通知第３の五の４の（３）
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い
について（平成１２年３月３０日　老企第５４号）

運営基準：利用料等の受領に
ついて

認知症対応型共同生活介護
日常生活費や教養娯楽費といった費用を月定額で受領している。当該費
用がグループホームで受領できる利用料ではない。速やかに定額での受
領を中止し、各種規程、重要事項説明書、パンフレット等を修正すること。

基準条例第１１６条第３項
基準解釈通知第３の五の４の（３）
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い
について（平成１２年３月３０日　老企第５４号）

人員基準：介護従業者につい
て

認知症対応型共同生活介護

計画作成担当者が介護従業者を兼務しているが、介護従業者としての勤
務比率が多く、計画の評価や従業員への計画の周知が十分に行えていな
い。計画作成業務が適切に行われるよう兼務体制について見直しを行うこ
と。

基準条例第１１０条第５項
予防基準条例第７１条第５項
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題目 サービス種別 文書指摘事項 法的根拠

平成２９年度文書指摘事項

報酬基準：サービス提供体制
強化加算Ⅲについて

認知症対応型共同生活介護

サービス提供体制強化加算Ⅲの加算取得要件を確認するため、当該勤務
状況の記録を確認したところ平成２８年４月以降の資料が作成されていな
かった。
平成２８年４月から平成２９年３月までの当該資料は、平成２９年度の介護
報酬に係ることから速やかに自主点検し、本市へ資料を添えて提出するこ
と。

報酬告示４のリ（１）（四）
報酬解釈通知第２の５（１２）④

運営基準：地域との連携につい
て

認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護の運営推進会議が１度も開催されていない。開催
準備を進めているとのことだが、６か月に１回程度開催する必要があるた
め、開催すること。

基準条例第８０条（準用２１８条）
基準解釈通知第３　三　３（11）
（準用二の二　３（９））

運営基準：認知症対応型通所
介護計画の作成について

認知症対応型通所介護

　提供したサービスの目標の達成状況が記録されていない事例が２例確
認された。サービス提供の記録のみでなく認知症対応型通所介護計画の
目標の達成状況についても記録を行い、その評価についても説明を行うこ
と。

基準条例第７１条
基準解釈通知第３の三の３（３）⑥

運営基準：認知症対応型通所
介護計画の作成について
運営基準：記録の整備につい
て

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護計画が適切に保管及び相手方へ交付されていな
い事例が２例確認された。認知症対応型通所介護計画の作成にあたって
は、その内容を利用者又はその家族に対して説明し適切に保管する必要
がある。説明及び同意が受理できていないものについては速やかに説明
し、同意を受理すること。また、同書類については同意を受理したことがわ
かるよう適切に保管すること。

基準条例第７１条、７９条
基準解釈通知第３の三の３（３）⑤

運営基準：非常災害対策につ
いて

認知症対応型通所介護

非常災害に関する具体的な計画が未作成であるため、厚生労働省通知や
各種ガイドライン等を参考に、認知症対応型通所介護事業者として、立地
条件等を踏まえた具体的な災害対応、避難マニュアル、連絡体制等を整
備し、職員に周知すること。

基準条例第８０条（準用第２１６条）
基準解釈通知第３の三の３（７）
「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非
常災害時体制整備強化・徹底について」（平成２８年９
月９日付老老発０９０９第１号）

人員基準：管理者について 認知症対応型通所介護

厚生労働大臣の定める「認知症対応型サービス管理者研修」を修了してい
ない。管理者は、適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を
有するものであって厚生労働大臣が定める研修を修了した者を配置するこ
と。また、速やかな配置が困難な場合配置計画又は研修受講計画を提出
すること。

基準条例第６２条
基準解釈通知第３の三の２（１）④
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項目 口頭指示事項

具体的な行動を示した計画作成について
利用者それぞれの生育歴や性格、疾患等に合わせてアセスメントし、「薬は口に入れるまで確認」「排泄
時は後から付き添い尿瓶で受ける」など、行動レベルに落とし込んでプラン立案されている。又、本人と
他者、本人と家族の関係を踏まえて支援方法や居場所を検討されていると感じた。

予後予測を含めたアセスメントについて
既往の疾患やコントロール不良になる等、今後予測される状況や変化に対してもアセスメント出来ると更
に良い。

本人家族との密接な連携について
現状は看取りの予定は無いようであるが、事前の意向確認を行い、看取り期に近づいた際の対応や方
針をあらかじめ本人･家族に取る必要がある。意向の変化は考えられるので、家族とのコンタクトをこま
めに取る事、内容を記録に残す事が必要。

サービス提供のこまめな振り返り

計画作成担当者の計画に沿ったサービス提供において、ケア担当者を定めている。ケア担当者は月１
回のスタッフ会議を通じてケースの情報共有や今後の取組みなどについて検討しているが、その取組に
ついて振り返りが実施できていない。今後はケア担当者が作成する「生活担当者介護計画書」を使っ
て、ケアの振り返りを実施していく予定とのことなので、振り返りを行いより良いサービス提供につなげら
れたい。

地域との関わり
月１回地元のひだまりサロンに参加している。グループホームで地域のサロンに参加することで元利用
者の家族がボランティアに来られる等地域の支援が得られている。地域に根付いた取組として他の事業
所にも発信されたい。

こまめな情報収集と共有
利用者ごとの情報収集を細かく実施しており、個別性のあるケアプランが作成されている。スタッフとの
情報共有もできており、スタッフ会議の開催によりスタッフからの意見を反映させてプランの修正がなさ
れている。

病歴やリスクを踏まえたケアプランの作成
各利用者の病状等を踏まえてケアプランを作成することで、スタッフが利用者の正常な数値の範囲等を
知ることができ、以上の早期発見や病状の評価が行え、予後予測の観点で観察を行うことができる。今
後のリスクにも目を向けたケアプランが作成できれば望ましい。

平成２９年度ケアプランに関する助言まとめ
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題目 基準違反が確認された事項 指摘事項 法的根拠

管理者について
管理者が介護従業者を兼務しているが、介護従業者
としての勤務比率が非常に多く、管理業務に支障が
生じている。

管理者は原則専従であることに鑑み、適切な運営が行われる配置となるよ
う管理者の兼務体制の見直しを行うこと。

基準条例第１１１条第１項及び予防基準条例第７２条
第１項

指定認知症対応型共同生活介
護の取扱方針について

身体的拘束等に関する白紙の同意書が利用者の
ファイルに保管されていた。当該利用者に対しては身
体的拘束を行ってはいなかったが、適切な方法で身
体拘束に関する記録が行われていない。

身体拘束等を行ってはいけないことを前提として、やむを得ず身体拘束等
を行う際は、緊急性、非代替性、一時性について十分に検討を行うこと。ま
たその態様及び時間、その他利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由を記録すること。

基準条例第１１７条第５項及び第６項並びに予防基準
条例第７８条第１項及び第２項

管理者の責務について

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管理者が行っていない。ま
た実施状況について把握していない。
運営基準を管理者が把握しておらず、運営基準を遵
守させるため必要な指揮命令が行われていない。

管理者は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
理を一元的に行い、その状況について把握すること。
必要な指揮命令を行うことができるよう運営基準に精通した管理者を配置
すること。

基準条例第２１２条各項（準用）及び予防基準条例第２
６条各項（準用）

事故発生時の対応について
虐待が起きた際に報告を管理者が受けたにも関わら
ず当該記録が作成されていない。また市、当該利用
者の家族に連絡が行われていない。

虐待や事故が起きた際の報告の手順等について事業所として明確に定
め、その内容を事業所内において周知し、徹底すること。

基準条例第４０条第１項及び第２項（準用）並びに予防
基準条例第３７条第１項及び第２項（準用）

平成２９年度監査結果概要書
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