
題目 サービス種別 口頭指示事項

人員：個人情報の保護について （共通事項） 個人情報保護の観点から、職員の退職時にも個人情報取扱誓約書を改めてもらうように努めること。

人員：雇用契約について （共通事項）
雇用契約を結んでいない職員がいたため確認したが勤務実態はボランティアであることを確認した。ボラ
ンティアスタッフと雇用契約を結んだ職員の区分けを明確にすること。

人員：雇用契約について （共通事項）
雇用契約を結ばずに勤務している看護職員が存在する。年数回程度の勤務ではあるが、秘密保持の観
点からも雇用契約を結ぶこと。

人員：雇用契約について （共通事項） 雇用契約書が事業所に保管されていない。事業所においても雇用契約を保管することが望ましい。

人員：資格確認 （共通事項）
指導時に職員の資格取得状況を確認したが、一部資格を証する書類を確認できなかった。対象職員から
当該資格を証する書類の写し等を受理し、適切に保管すること。

人員：役員である管理者の出勤
状況の管理

（共通事項）
管理者の勤務状況が確認できるものがなかったため、タイムカードを作成する等勤務状況の管理を適切
に行うこと。

設備：安全への配慮 （共通事項）
手すりの上にバスマットやタオルがかけられている。歩行の援助やふらつきの防止等を目的として設置さ
れている設備に余計なものが置かれている状態は望ましくない。手すりの上にものを置かないこと。

設備：安全への配慮 （共通事項）
非常口前の手すりにゴミ袋がくくりつけられていた。こちらもゴミ袋がついていることにより滑りやすくなり、
手すりの本来機能を損なうこととなる。ゴミ袋だけではなく手すりの本来機能を失うようなものは手すりにつ
けないこと。

設備：委託管理 （共通事項）
鼠の駆除等を無料で知人に依頼しているとのことだが、駆除にどのような対応を行ったのか、いつ行った
のか等記録がなされていない。使用したものによっては、衛生上または設備管理上の配慮が必要な可能
性もある。記録は明確に行い、どのような対応が行われのか把握しておくこと。

設備：衛生管理 （共通事項）
調理器具の消毒は毎日行うこと。
食器を洗うスポンジは衛生管理上、毎日消毒すること。その他食器類等の消毒回数も増やすよう努めるこ
と。

平成２８年度口頭指示事項（人員・設備基準関係）
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平成２８年度口頭指示事項（人員・設備基準関係）

設備：衛生管理 （共通事項）
ペーパ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。ヒアリングの結果使用して
いるのはペーパータオルとのことだが、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。

設備：個人情報の保護 （共通事項）
利用者記録を保管したキャビネットに目隠しがされていない。通路から見える場所にキャビネットが置かれ
ていることもあり、個人情報保護の観点から適切ではない。見えない場所に置くか、目隠しをすること。

設備：非常口について （共通事項）
非常口周辺及び避難経路に荷物が置かれていたことから、非常災害時に避難する上で障害となる物等を
置かないよう常に意識すること。

設備：非常口について （共通事項）
非常口前にゴミ袋が置かれている。非常口前に物が置かれているとスムーズな避難を行うことが難しくな
る。非常口前にはものを置かないこと。

人員：看護職員の配置 （地域密着型通所介護）

看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間を通じて指
定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図ることとされている。
「密接、かつ適切な連携」方法について、当該看護職員と口頭同意としているが、文書等により同意を交わ
すこと

人員：機能訓練指導員の勤務
時間

（地域密着型通所介護）

機能訓練指導員の勤務時間が月１～２時間程度となっている。機能訓練指導員の事務内容について確認
を行ったが、運営規程及び基準条例で定められている勤務内容を十分に行えているとは言えない。。機能
訓練指導員の勤務時間を増やす、介護職員が機能訓練方法を学ぶ機会を設けるなど、利用者に適切な
機能訓練が実施される配置に努めること。

人員：生活相談員の資格要件
について

（地域密着型通所介護）

生活相談員の資格要件については社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同
等以上の能力を有すると認められるものでなければならないとされている。同法の規定又は滋賀県のロー
カルルールとして設定されている同等以上の能力を有すると認められるものの資格要件（居宅介護支援事
業所に勤務経験のある介護支援専門員）を満たすことができるよう有資格者の配置計画を作成すること。

設備：プライバシーへの配慮 （地域密着型通所介護）
相談室に向かう通路で静養室を通る必要があり、静養室のプライバシーの確保が十分ではない。プライバ
シーを確保した移動経路を確保すること。
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運営規程、重要事項説明書及
び契約書について

（共通事項）
運営規定、重要事項説明書、契約書について、誤字・脱字・引用の誤り等指摘した箇所について修正を行
うこと。

運営規程、重要事項説明書及
び契約書について

（共通事項） 運営規定の条文に「個人情報保護」の規定を追記すること。

運営規程、重要事項説明書及
び契約書について

（共通事項）
重要事項説明書における提供するサービス内容と利用料金その他の費用の額について、単位数又は金
額表記に改めること。

運営規程、重要事項説明書及
び契約書について

（共通事項）
従業者の職種が、書類の種類（雇用契約書、勤務表、出勤簿、重要事項説明書）によって表記が異なって
いたため、統一を図ること。また、重要事項説明書の料金表を正しく改めること。

運営推進会議について （共通事項）
平成２７年度の開催は２回のみ確認できた。運営推進会議は２か月に１度開催し、地域に開かれた透明性
のあるサービス提供を行う必要がある。定期的に開催すること。

各種マニュアルの共有と確認に
ついて

（共通事項）
指導時に事業所内で衛生マニュアルの所在が確認できなかった。法人として作成していることは確認した
が、マニュアルを職員間で共有しておくことは重要である為、共有できるよう職員に周知すること。

感染症対策について （共通事項）
感染症対策の一環として、主たる疾患別発生時等のマニュアルを作成するとともに実技研修も実施するこ
とが望ましい。

感染症予防マニュアルの作成
について

（共通事項）
感染予防に関する職員研修は実施されていたが、感染症が起こったときの対応が書かれている感染症マ
ニュアルは作成されていない。作成するよう努めること。

管理業務について （共通事項）
就業規則の内容について管理者、施設長に確認を行ったが、認識が不十分であった。就業規則の内容に
ついて事業所内に浸透を図る為にも、就業規則が法人全体で作成されているものなのか、事業所単独で
作成されるべきものなのか等確認し、内容を十分に把握すること。

記録の適切な管理について （共通事項）
担当ケアマネジャーよりサービス担当者会議の記録が受理できていない事例を確認した。担当ケアマネ
ジャーより受理し、事業所の職員間の情報共有が進むよう努めること。

平成２８年度口頭指示事項（運営基準関係）
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平成２８年度口頭指示事項（運営基準関係）

苦情報告について （共通事項）
苦情報告について、様式を定めファイリングはされていたが、事業所全体として情報を共有している書類
が見当たらなかった。苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情
の内容を踏まえ、職員全体で情報を共有しサービスの質の向上に向けた取組を行うこと。

計画的な研修の実施について （共通事項）
職員研修について記録や実施頻度が乏しく、議事録等も作成されていない。処遇改善計画として提示され
ている目標とすべき職員像を実現すべくどのような研修を行うのかを意識し、行った研修については、復命
を行い、職員全体の気づきにつなげることが望ましい。

計画的な研修の実施について （共通事項）
職員の研修については、事業所全体のレベルアップにつながるよう計画的に行うこと。法人本部で作成さ
れている職員の処遇改善指針等を確認しながら、計画的に研修を行うこと。

掲示について （共通事項） 掲示について、古い情報の掲示が見受けられたため、最新の情報に更新すること。

掲示について （共通事項）
事業所に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（重要事項説明書等）や苦情相談
に対する措置の概要が掲示されていない。掲示すること。

個人情報の保護について （共通事項）
個人情報をＵＳＢ等で外部に持ち出すことがあるようであれば、セキュリティの高いものを使用する、持ち
出すことに対する規程を作るなど、個人情報の適正な取り扱いに努めること。

個人情報保護について （共通事項） 個人情報保護対策として、利用者ファイルが戸棚に保管してあるが、施錠できる構造とすること。

事業所の運営及び管理業務に
ついて

（共通事項）
食事の提供は、外部委託により実施されているが、契約書が交わされていなかった。業務を安全で確実に
担保するため、業務契約書を交わすよう改めること。

事業所の運営及び管理業務に
ついて

（共通事項）
事前提出資料を基に聞き取りをしたが『延べ人数』と『実人数』の違いを把握できていない等用語に対する
理解が曖昧であった。介護保険の通知では様々な専門用語が出てくる。通知を正しく理解するためにも、
こうした用語の定義は正確に理解しておくこと。

事故、ヒヤリハットの情報共有 （共通事項）
事故等があった時は、内容は記録に残し、その時点で事業所にいる職員が集まり、事故等の内容と対応
について共有されているが、その時にいなかった職員への共有が十分にできていない。当該情報につい
ては全職員で共有することが望ましい。
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平成２８年度口頭指示事項（運営基準関係）

重要事項説明書の日付記載に
ついて

（共通事項）
重要事項説明書を確認したが、一部日付の記載がされていないものがあった。契約上日付の確認は非常
に重要なものである為、日付の記載について徹底すること。

書類の適切な保管について （共通事項）
昼食については委託契約を行っているとのことで契約書の確認を行ったが、契約書を実地指導の中では
確認できなかった。適切に書類を保管すること。

内容及び手続きの説明及び同
意について

（共通事項）
料金変更時の同意が一方的な通知のみでなされている。説明を行った上で文書による同意を受理するこ
とが望ましい。

非常災害計画について （共通事項）
消防計画は作成されているが、職員名や連絡先等が古い情報である箇所が多数見受けられたので、最新
の情報に更新すること。

非常災害計画の策定について （共通事項）
非常災害時に備えて、消防、風水害、地震等に対処する計画を作成し、具体的な対処方法、避難経路及
び協力機関等との連絡方法を確認すること。

非常災害計画の策定について （共通事項）
防災計画の策定はされていたが、緊急連絡網が作成されていない。電話の近くに連絡網を設置するなど、
緊急時に慌てることなく対応できる体制作りに努めること。

非常災害計画の策定について （共通事項）
減災計画の策定はされていたが、風水害や震災等の災害に対応するための計画作成がなされていない。
災害時に速やかに行動に移せるよう風水害や震災等を考慮した災害計画を策定すること。

非常災害計画の策定について （共通事項）
非常時についてのマニュアルについて消防の観点のもののみが作成されている。地震・風水害等も考慮し
た計画を作成し、災害時の訓練に努めること。

非常災害対策について （共通事項）
非常口が明確に示されておらず、事業所内でも避難時の脱出口の想定がされていなかった。緊急時に対
応できるよう消防、風水害や震災の計画及びマニュアルを策定し、避難時の想定を職員間で共有するこ
と。
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平成２８年度口頭指示事項（運営基準関係）

非常災害対策について （共通事項）
隣接するグループホームでは避難訓練を行っているが、指導対象事業所での被害を想定した訓練を行っ
ていないことを確認した。避難や救出等の訓練は、毎年定期的に実施すること。

避難訓練の実施について （共通事項）
消防訓練については、消防署職員と事業所職員の参加で昼間の想定訓練は実行されているが、夜間想
定の訓練は未実施である。夜間を想定した訓練も実施することが望ましい。また、地域住民の協力につい
ても、交流の機会等を通じて実現できるよう努めること。

避難訓練の実施について （共通事項）
避難マニュアルが未作成であり、避難救出等の訓練が実施されていない。非常災害時における職員の具
体的な動きについて書かれたマニュアルの策定し、避難や救出等の訓練についても毎年定期的に実施す
ること。

変更届について （共通事項）
届出が必要な事項が変更されていることを確認したが、変更届が提出されていない。変更から１０日以内
に届け出ること。

変更届について （共通事項）
相談室及び静養室が届出内容から変更されているが変更届が提出されていない。速やかに変更届を提
出すること。

防災計画及び訓練について （共通事項）
水害のリスクの高いエリアにある事業所であるが、計画において水害に対するリスクが想定されていな
い。水害に対するリスクを十分に認識し、水害を想定した計画の策定及び訓練を実施すること。

事業所の運営及び管理業務に
ついて

（地域密着型通所介護） 運転日誌の発着時刻の記載方法を正しく改めるほか、運転の都度、安全点検項目を確認しておくこと。

生活相談員の勤務時間につい
て

（地域密着型通所介護）
生活相談員の勤務時間について、サービス提供時間を通じて勤務はしているが、勤務表における配置時
間がサ
ービス提供時間に満ちていない。勤務表の記載を改めること。

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はそのサービス提供の内容を、利用者、利用者の家族に対してその内容をわ
かりやすく伝えるためのものである。今回確認した事例では、目標が示されているものの地域密着型通所
介護計画のサービス提供内容については個別性が乏しい。実際に提供状況を聞き取ると、目標を意識し
たサービス提供内容となっていたので、その意図についても利用者又は利用者家族に伝わるような地域
密着型通所介護計画とすることが望ましい。
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平成２８年度口頭指示事項（運営基準関係）

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は、事業者が行っていることを本人または家族に理解し、より効果的なサービス
の提供につなげるためのものである。地域密着型通所介護の実施内容がどのように目標達成に寄与する
のか計画上で理解できるような記載を行うこと。

個人情報の利用同意について （認知症対応型共同生活介護）
個人情報の利用同意についても特定の利用者のみ受けていない体制は適切ではない。速やかに説明し
同意を受理するよう努めること。

退居時の連携について （認知症対応型共同生活介護）
認知症対応型共同生活介護を退居した場合は、利用者及びその家族に必要な援助と適切な指導、介護
事業者への情報の提供に努めなければならない。当該退居時の記録を確認したが、資料等が確認できな
かった。利用者退居時には適切な連携を行うよう努めること。

看取りの同意について （認知症対応型共同生活介護）
看取りの同意、個人情報の利用同意について、受理できていない被保険者が確認された。看取りの同意
は看取りをサービスの前提にしているのであれば受理するよう努めること。

看取りの同意について （認知症対応型共同生活介護）
看取りの同意について、記録や同意が取れていない。「重度化した場合の対応の指針」も作成はされてい
るが、同意等の受理は十分にできていない状況である。同意を得た際にはその情報を共有できるよう指針
や支援経過への記載等を行い、従業員へ周知を図ること。
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請求事務：日報と提供記録のず
れについて

（共通事項）
事業日報を確認したが、実際のサービス提供記録とずれがあった。請求に影響のある箇所ではなかった
が、事業日報をもとに請求事務を行っている為、当該日報については正確に記録し確認すること。

報酬関連：個別機能訓練計画
について

（地域密着型通所介護）

個別機能訓練計画Ⅱを算定されているため、個別機能訓練計画を確認した。個別機能訓練計画について
は、生活機能の維持・向上に資する計画である必要があるが、実施目標の中で生活機能に着目した目標
が確認できなかった。利用者の困りごとやニーズを明確に把握し、適切な目標設定を行えるように計画作
成を行うこと。

報酬関連：個別機能訓練計画
について

（地域密着型通所介護）
個別機能訓練計画Ⅱの算定要件であるモニタリング記録を確認した。モニタリングの実施はされている
が、個別機能訓練計画の目標に対応したモニタリングとなっていない。計画の見直しにつながるようなモニ
タリングを行い、機能訓練内容を評価し、見直しにつなげること。

ケアプランに関する助言 （認知症対応型共同生活介護）

アセスメントから、しっかりと課題の抽出をされており、医療面の情報等から、利用者それぞれに対し個別
性のある対応方法がなされているのに対し、ケアプランは、個別性のある具体的なプランとなっていない。
また、本人の特性から、根拠を持って行っている個別性のある対応に対し、ケアプランの中での表現が無
い。

ケアプランに関する助言 （小規模多機能型居宅介護）
サービス担当者会議が実施されていない件について順次、実施予定とのことで、２例の記録を確認した。
サービス担当者会議における検討内容等の充実に向けては今後の課題が残っている状況であるが、まず
は全利用者実施に向けた取組みを期待する。

ケアプランに関する助言 （小規模多機能型居宅介護）
事業所内における事例検討は実施されており、課題や取組み等は共有されているが、検討内容や評価が
主観的な記録となっている。情報共有やアセスメントにおいては客観的な指標を用いての実施が望まし
い。

ケアプランに関する助言 （小規模多機能型居宅介護）
支援計画の記載について、特に「当面の目標・ニーズ」欄について、計画期間で達成可能な内容をより具
体的に、数値目標なども記載して、具体的な表現をすることが望ましい。

ケアプランに関する助言 （小規模多機能型居宅介護）
家での介護の状況について情報収集しておくと、在宅で生活に必要な支援の情報源になる。生活歴等の
情報も収集する中で居宅での生活まで想定したプランとすることが望ましい。

平成２８年度口頭指示事項（報酬・請求事務関係・その他）


