
要支
援者

要介
護者

サービス
の内容

単位数

定期巡回・随時対
応型訪問介護看
護

２４時間安心して在宅生活がおくれる
よう、定期的な巡回訪問や随時通報
により、日中・夜間を通じて、訪問介護
や訪問看護を受けるサービス

× ○ ―
訪問看護
サービスを
行う場合

[要介護３
の方]
１月あたり
２０，７２０
単位

居宅介護
支援事業
所の介護
支援専門
員

夜間対応型訪問
介護

２４時間安心して在宅生活がおくれる
よう、定期的な巡回訪問や随時通報
により、夜間に訪問介護を受けるサー
ビス

× ○ 3か所
定期巡回
サービス
の場合

1回あたり
３８１単位

居宅介護
支援事業
所の介護
支援専門
員

認知症対応型通
所介護

認知症の方が通所介護施設（デイ
サービスセンター）に通って、入浴、排
せつ、食事等の日常生活上の世話や
機能訓練を受けるサービス

○ ○ 29か所

併設型に
おける所
要時間7時
間以上9時
間未満の
場合

[要介護３
の方]
１日あたり
１，１２４単
位

居宅介護
支援事業
所の介護
支援専門
員

小規模多機能型
居宅介護

「通い」を中心として、利用者の様態や
希望に応じて、随時、泊まりや訪問
サービスを組み合わせて受けるサー
ビス

○ ○ 25か所 ―

[要介護３
の方]
１月あたり
２３，２８６
単位

小規模多
機能型居
宅介護の
介護支援
専門員
（注２）

認知症対応型共
同生活介護（グ
ループホーム）

認知症の方が共同生活を営む住居
（グループホーム）において、入浴、排
せつ、食事等の日常生活上の世話や
機能訓練を受けるサービス

要支
援２の
方の
み

○ 127か所

共同生活
住居の数
が２以上
の場合

[要介護３
の方]
１日あたり
８５２単位

認知症対
応型共同
生活介護
の計画作
成担当者

概要区分
事業所数

(H24.9.1現在)
（注１）

主な単位数

１　地域密着型サービスの概要について１　地域密着型サービスの概要について１　地域密着型サービスの概要について１　地域密着型サービスの概要について

Ⅰ　共通事項Ⅰ　共通事項Ⅰ　共通事項Ⅰ　共通事項

地域密着型サービスの概要

「給付管理
票」作成及
び提出担

当者

対象者

 １



地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

入居定員が２９名以下の小規模な介
護老人福祉施設に入所して、入浴、排
せつ、食事等の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理、療養上の世話
を受けるサービス

× ○ 1か所

平成２４年
４月１日以
前の多床
室（相部
屋）の場合

[要介護３
の方]
１日あたり
７７０単位

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護
の介護支
援専門員

複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護
を組み合わせて受けるサービス

× ○ ― ―

[要介護３
の方]
１月あたり
２５，１１１
単位

小規模多
機能型居
宅介護の
介護支援
専門員
（注２）

（注２）月の途中で小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスの利用を開始又は終了した場合で、当該月に居宅
　　　サービスを利用しているときは、居宅介護支援費の算定は可能であるため、小規模多機能型居宅介護又は複合型
　　　サービスの利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護
　　　又は複合型サービスを含めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請求を
　　　行うこととなる。

（注１）事業所の名称・所在地等については、広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp) 事業者〉その他・介護
　　　保険〉広島市の介護保険制度〉事業者一覧　◎介護保険サービス事業者一覧　に掲載しています。

 ２
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§１ 認知症対応型通所介護 

サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援（レスパイト）を促進する観点か

ら、サービス提供の時間区分、評価を見直す。 

 

〈時間区分の見直し〉 

 所要時間３時間以上４時間未満          所要時間３時間以上５時間未満 

 所要時間４時間以上６時間未満    ⇒     所要時間５時間以上７時間未満 

 所要時間６時間以上８時間未満          所要時間７時間以上９時間未満 

 

〈基本サービス費の見直し〉 

 （例）単独型指定認知症対応型通所介護の場合 

  （所要時間３時間以上４時間未満の場合） （所要時間３時間以上５時間未満の場合） 

   要介護１  ５２６単位／日       要介護１  ５８９単位／日 

   要介護２  ５７８単位／日       要介護２  ６４８単位／日 

   要介護３  ６３０単位／日   ⇒   要介護３  ７０８単位／日 

   要介護４  ６８２単位／日       要介護４  ７６８単位／日 

   要介護５  ７３５単位／日       要介護５  ８２７単位／日 

 

 長時間のサービス提供に着目した評価 

 １２時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する。 

  ８時間以上９時間未満  ５０単位／日    ９時間以上１０時間未満 ５０単位／日 

  ９時間以上１０時間未満１００単位／日 ⇒ １０時間以上１１時間未満１００単位／日 

                    １１時間以上１２時間未満１５０単位／日 

 

§２ 小規模多機能型居宅介護 

 事業開始時支援加算 

    事業開始時支援加算については平成２４年３月末までの時限措置としていたが、今後増加が見込ま

れる認知症高齢者等の在宅サービス基盤のさらなる充実を図る観点から、所要の見直しを行った上で

平成２７年３月末まで継続する。 

 

 事業開始時支援加算（Ⅰ）５００単位／月 ⇒ 事業開始時支援加算 ５００単位／月 

 事業開始時支援加算（Ⅱ）３００単位／月 ⇒ 廃止 

 

 ※算定要件（変更点のみ） 

  事業開始後１年未満であって、登録定員に占める登録者数の割合が７０％（現行：８０％）を下回

る事業所であること。 

 

２２２２    地域密着型サービス介護報酬改定の概要について地域密着型サービス介護報酬改定の概要について地域密着型サービス介護報酬改定の概要について地域密着型サービス介護報酬改定の概要について    
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§３ 認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護については、利用者の平均要介護度の高まりへの対応を強化する観点から、

フラット型となっている現行の要介護度別の基本報酬体系を見直すとともに、ユニット数別の報酬設定

による適正化を図る。 

 〈認知症対応型共同生活介護費〉 

                      認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 

   要介護１  ８３１単位／日      要介護１  ８０２単位／日 

   要介護２  ８４８単位／日      要介護２  ８４０単位／日 

   要介護３  ８６５単位／日      要介護３  ８６５単位／日 

   要介護４  ８８２単位／日      要介護４  ８８２単位／日 

   要介護５  ９００単位／日      要介護５  ９００単位／日 

                  ⇒   認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

                      要介護１  ７８９単位／日 

                      要介護２  ８２７単位／日      

                      要介護３  ８５２単位／日   

                      要介護４  ８６９単位／日 

                      要介護５  ８８６単位／日 

 

（注）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）は１ユニット、認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）  

    は２ユニット以上である場合に算定する。 

 

 〈短期利用共同生活介護費〉 

短期利用共同生活介護費（Ⅰ） 

   要介護１  ８６１単位／日      要介護１  ８３２単位／日 

   要介護２  ８７８単位／日      要介護２  ８７０単位／日 

   要介護３  ８９５単位／日      要介護３  ８９５単位／日 

   要介護４  ９１２単位／日      要介護４  ９１２単位／日 

   要介護５  ９３０単位／日      要介護５  ９３０単位／日 

                  ⇒   短期利用共同生活介護費（Ⅱ） 

                      要介護１  ８１９単位／日 

                      要介護２  ８５７単位／日 

                      要介護３  ８８２単位／日 

                      要介護４  ８９９単位／日 

                      要介護５  ９１６単位／日 

 

（注）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）は１ユニット、認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）  

   は２ユニット以上である場合に算定する。 
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看取の対応強化 

 看取りの対応を強化する観点から、看取り介護加算の評価を見直し、認知症対応型共同生活介護事業

所の配置看護師又は近隣の訪問看護事業所等との連携により看取りを行う。 

 

死亡日以前４～３０日   ８０単位／日 

看取り介護加算８０単位／日     ⇒ 死亡日前日及び前々日  ６８０単位／日 

                    死亡日       １，２８０単位／日 

 

 ※算定要件 

  ・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

・ 利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。 

・ 医師、看護師（当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該認知症対応型 

共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所又は訪問看護

ステーションの職員に限る。）、介護職員等が共同して、利用者の状態や家族の求めに応じて、

随時、介護が行われること。 

・ 医療連携体制加算を算定していること。 

（注）短期利用共同生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しない。 

 

夜間の安全確保の強化 

 夜間における利用者の安全確保を強化する観点から、夜勤職員の配置基準の見直しを行うとともに、

夜間ケア加算の見直しを行う。 

 

夜間ケア加算 ２５単位／日    ⇒    夜間ケア加算（Ⅰ） ５０単位／日 

                       夜間ケア加算（Ⅱ） ２５単位／日 

（注）夜間ケア加算（Ⅰ）は１ユニットの場合、夜間ケア加算（Ⅱ）は２ユニット以上の場合算定す

る。 

 

 ※算定要件 

  ・ 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を１ユニット１名配置することに加えて、夜勤を行う

介護職員を１名以上配置すること。 

 

在宅支援機能の強化 

 在宅支援機能の強化を図る観点から、短期利用共同生活介護の事業実施要件として設定されている 

「事業所開設後３年以上」の規定の緩和を行う。 

  

 ※算定要件（変更点のみ） 

  ・ 認知症対応型共同生活介護の事業者が介護保険法の各サービスのいずれかの指定を初めて受け

た日から３年以上を経過していること。 
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§１ 夜間対応型訪問介護 

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設を踏まえ、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター、 

訪問介護員等が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において兼務を可能にすること。 

 

§２ 認知症対応型通所介護 

○ 生活相談員及び看護職員又は介護職員の配置基準について、通所介護と同様に見直すこと。 

○ 共用型指定認知症対応型通所介護の事業実施要件を緩和すること。 

（改正前） 

 ・ 事業の開始又は施設の開設後３年以上経過している指定認知症対応型共同生活介護事業所若し

くは指定介護予防認知症対応型共同生活事業所又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域

密着型介護老人福祉施設 

 （改正後） 

  ・ 介護サービスの指定又は許可を初めて受けた日から起算して３年以上の期間が経過している指

定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所又

は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設 

   

§３ 小規模多機能型居宅介護 

○ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の設置を可能とすること。 

 （事業所要件） 

 ・ 介護保険その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の実績を有する事業者 

 ・ 小規模多機能型居宅介護事業所又は複合型サービス事業所について、本体事業所となることが可

能とする。 

 

 （人員基準、登録定員） 

 本体事業所 サテライト型事業所 

日中（通い） 常勤換算方法で３：１ 常勤換算方法で３：１ 

日中（訪問） 常勤換算方法で１以上 １以上 

夜間（夜勤職員） 時間帯を通じて１以上 時間帯を通じて１以上 

夜間（宿直職員） 時間帯を通じて１以上 本体事業所の適切な支援を受

けることができる場合は不要 

看護職員 従業者のうち１以上 本体事業所の適切な支援を受

けることができる場合は不要 

介護支援専門員 配置が必要 介護支援専門員に代えて、小規

模多機能型居宅介護計画の作

成に専ら従事する厚生労働大

臣が定める研修を修了してい

る者の配置が可能 

３３３３    地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス指定基準に係る主な見直しについて指定基準に係る主な見直しについて指定基準に係る主な見直しについて指定基準に係る主な見直しについて    
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管理者 専従かつ常勤で配置 本体事業所の管理者が兼務可 

登録定員 ２５人以下 １８人以下 

通いサービス 登録定員の 1/２から１５人 登録定員の１/２から１２人 

宿泊サービス 通いサービスの１/３から９人 通いサービスの１/３から６人 

 （注）本体事業所及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所は、相互の登録者に訪問サービス

を可能とし、また、サテライト型小規模多機能型居宅介護事業者の登録者の処遇に支障がない場合

には、本体事業所での宿泊サービスは可能とする。 

 

○ 小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、小規模多

機能型居宅介護を提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外の者に対し小規模多機能型居宅

介護を提供するよう努めるものとすること。 

 

§４ 認知症対応型共同生活介護 

○ 夜間及び深夜の勤務を行う介護事業者について、利用者の処遇に支障がない場合は、併設の他の 

共同生活住居又は小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるとしていた規定

を廃止すること。 

○ 夜間及び深夜の勤務を行う介護職員について、各ユニットに１人以上配置しなければならないこ 

と。（改正前は２ユニットに１人以上） 
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４４４４    介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算についてについてについてについて    

 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取扱いと

して、平成 27 年 3 月 31 日までの間、介護職員処遇改善加算が創設された。 

 なお、平成 27 年 4 月 1 日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービ

ス費において適切に評価を行うものとされている。 

介護職員処遇改善加算の算定要件は、下記のとおりで、⑺を「キャリアパス要件」といい、⑻を「定

量的要件」という。この「キャリアパス要件」と「定量的要件」の適合状況により算定区分が異なる。 

 

[ [ [ [ 算定要件算定要件算定要件算定要件    ]]]]    

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する
費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する
計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 
⑶ 当該事業者において、⑴の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及

び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画
書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地域密着型サービスを実施し
ている事業所にあっては市町村長）に届け出ていること。 

⑷ 当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県
知事（地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長）に報告するこ
と。 

⑸ 算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最
低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以
上の刑に処せられていないこと。 

⑹ 当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 
⑺ 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。 

①  次に掲げる要件の全てに適合すること。 
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金

に関するものを含む。）を定めていること。 
ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ

と。 
②  次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修
の実施又は研修の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 
⑻ 平成 20 年 10 月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の

処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要
した費用を全ての介護職員に周知していること。 

 

[ [ [ [ 算定区分等算定区分等算定区分等算定区分等    ]]]] 

算定区分 算定要件 加算率 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
「キャリアパス要件」、「定量
的要件」共に満足する。 
 

算出した加算単位の 100％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
「キャリアパス要件」、「定量
的要件」のどちらかを満足す
る。 

算出した加算単位の 90％ 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
「キャリアパス要件」、「定量
的要件」のどちらも満足しな
い。 

算出した加算単位の 80％ 
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[ [ [ [ 加算単位の算出方法加算単位の算出方法加算単位の算出方法加算単位の算出方法    ]]]] 

 
加算単位（1 単位未満端数四捨五入） ＝ 介護報酬総単位数 × サービス別加算率 

 
介護報酬総単位数：各種加算減算を加えた 1 月あたりの総単位数 
サービス別加算率：サービス毎に 1.1％～4.0％の間で設定されている 

 
 

 
～計算方法の例～ 

広島市在住（地域区分５級地）のＡ通所介護事業所（小規模型通所介護）

において、要介護度３の利用者Ｂさんが、サービス提供を月８回利用の場合 

【基本サービス費】 

 ●所要時間６時間（950 単位） 

【加算・減算】 

 ●入浴介助加算（50 単位） 

 ●同一建物減算（94 単位） 

【介護職員処遇改善加算率】 

 ●1.9％（加算Ⅰの場合） 

 

【介護職員処遇改善加算の単位数】 

 （950 単位＋50 単位－94 単位）×８回＝906 単位×８回＝7,248 単位 

7,248 単位×1.9％＝137.712＝138 単位（1 単位未満の端数四捨五入）・・・

① 

     参考 

加算(Ⅱ)の場合 ①138 単位×90/100＝124.2＝124 単位 

      加算(Ⅲ)の場合 ①138 単位×80/100＝110.4＝110 単位 

 

【介護報酬総額】 

   7,248 単位＋①（138 単位）＝7,386 単位 

   7,386 単位×10.27（地域区分 5 級地の通所介護）＝75,854.22 円 

                     ＝75,854 円（1 円未満の端数切り捨て） 

 

○保険請求額  75,854 円×90％＝68,268.6 円＝68,268 円（1 円未満の端数切り

捨て） 

 

○利用者負担分 介護報酬総額（75,854 円）－保険請求額（68,268 円）＝7,586 円 

 

≪広島県のホームページより≫ 
 

○ 実績報告の提出期限 

 ・加算の算定期間が平成 25 年 3 月で終了する事業所は H25 年 7 月末日 

 ・事業所の廃止、休止により加算の算定期間が平成 25 年 2 月以前で終了する事業所は最終の加算の

支払いがあった月の翌々月の末日 
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６６６６    介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について    

 

 平成２０年の介護保険法改正により，平成２１年５月１日から，介護サービス事業者には，法令遵

守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。（介護保険法第１１５条の３２，介護保険法施行規

則第１４０の３９） 

 事業者が整備すべき業務管理体制は，指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定めら

れており，業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされま

した。 

 

§１ 業務管理体制の整備の基準 

 

指定・許可の 

事業所等の数 

（注） 

業務管理体制の整備の内容 

法令遵守責任者 

の選任 

 

業務が法令に適合 

することを確保する 

ための規程の整備 

業務執行の 

状況の監査 

 

１～１９ 必 要 － － 

２０～９９ 必 要 必 要 － 

１００～ 必 要 必 要 必 要 

注） 事業所・施設数には，介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが，みなし事業所は除

きます。みなし事業所とは，病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導，訪問看護，訪

問リハビリテーション及び通所リハビリテーション）であって，健康保険法の指定があった

とき，介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。  

 

§２ 業務管理体制の整備に関する事項の届出先 

 

届出先区分 届出先 

事業所等が２以上の都道府県の区域に所在する事業者  

 

事業者等が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 
厚生労働大臣 

（老健局） 

上記以外の事業者（注） 
主たる事業展開地域を 

管轄する地方厚生局長 

事業所等が１の都道府県内のみに所在する事業者  

 

地域密着サービス（予防含む）のみを行い，そのすべての指

定事業所が同一市町内に所在する事業者 
市町村長 

上記以外の事業者 都道府県知事 

注） ２つの地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者は，事業所等の数の多い地方厚生

局に届け出てください。 
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§３届出様式及び提出期限 

 

届出が必要となる事由 様 式 提出期限 

業務管理体制の整備に関して届け出る場合 

（介護保険法第 115 条の 32 第 2 項） 
様式第 1 号 遅滞なく 

事業所等の指定等により「2」の届出先が変更した場合 

（例：市町→県，県→地方厚生局への変更） 

（介護保険法第 115 条の 32 第 4 項） 

注）この場合は，変更前の行政機関及び変更後の行政機

関 の双方に届け出てください。 

様式第 1 号 遅滞なく 

届出事項に変更があった場合 

（介護保険法第 115 条の 32 第 3 項） 

 注）次の場合は変更の届出は必要ありません。  

・事業所等の数に変更が生じても，整備する業務管

理体制 が変更されない場合 

・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影

響を及 ぼさない軽微な変更の場合 

様式第 2 号 遅滞なく 

 

§４ 提出先 

① 「２」の届出先が広島市長である場合は，別に定める届出書を作成し，郵送又は持参してくだ

さい。 

（お問い合わせ・提出先） 

〒730-8586 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 事業者指導係 

ＴＥＬ082-504-2183 

② 届出先がその他の行政機関となる場合は，次の【リンク先】で確認の上，提出してください。 

【リンク先】 

その他の行政機関のホームページ（業務管理体制の整備に関する届出関係のページ） 

○ 広島県ホームページ 

（ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gyoumukannritaiseiseibi/124210325680

0.html） 

○ 厚生労働省のホームページ 

（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html） 
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７７７７    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度のののの事業者に関する苦情について事業者に関する苦情について事業者に関する苦情について事業者に関する苦情について    

平成２３年度に介護保険課へ寄せられた苦情について、次のとおり概要について整理をした。 

今後、これを踏まえ、サービスの質の向上を図ること。 

§１ サービス別の苦情状況 

訪問介護が最も多い。  

 地域密着型サービスに限れば、認知症対応型共同生活介護のみである。 

 

§２ 苦情内容 

虐待に関する苦情が多い。 

また、認知症対応型共同生活介護の苦情内容についても、虐待に関するものが多い。 

  

 

§３ 主な苦情の概要及びそれに対する本市の対応 

・市への事故報告がされていない。 

  ⇒ 事業所に確認し、事故発生連絡票を提出するよう指導した。 

（認知症対応型共同生活介護のみ）  
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・食事が粗末である。 

   ⇒ 食材料費について、利用者から徴収する額と実際に支出した額とが乖離していた。このため、  

徴収額に見合う内容の食事を提供するか、食材の時価の推移を勘案して徴収額を改定するなど

して、徴収額と支出額との差を合理的と認められる範囲に改善するよう指導した。 

・居室の室温が高いにもかかわらず、エアコンによる適切な温度管理をしていない。 

  ⇒ 利用者の心身の状況を踏まえ、個々の利用者に応じた室温管理等に配慮するよう指導した。 

・不正請求を行っている疑いがある。 

  ⇒ 実地指導を行い、過剰と思われるサービス提供の見直しを指導するとともに、適正な計画作

成等を指導した。 

・入浴中の事故について代表者からの謝罪がなく誠意が感じられない。 

  ⇒ 事故報告が提出されていなかったため、提出を指導するとともに、事故の状況や検討した再

発防止策等を申出人に説明するなど、事業者としての適切な対応を行い、その結果について、

第２報で報告するよう指導した。 

・管理者が利用者に対し虐待をしている。また、事故報告の改ざんを行っている。 

  ⇒ 実地指導及び事業所の自主調査の結果、管理者の責任を求めた。 

・個人情報の管理が不適切である。 

  ⇒ 個人情報の管理について、今後十分に配慮した取扱いとするよう改善策を検討し、その結果

を報告するよう指導した。 

 

§４ 苦情に関する留意点 

事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏

まえサービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと。 

 

〔留意点〕 

 ◎苦情処理の体制について苦情処理の体制について苦情処理の体制について苦情処理の体制について    

① 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、相談窓口、苦情処理の体

制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにす

ること。 

② 利用者又は家族に対してサービスの内容を説明する文書へ、苦情に対する措置の概要について

も併せて記載するとともに、事業所に掲示すること。 

③ 苦情は、相談窓口だけで受けるのではなく、小さな苦情や、匿名の苦情であっても受け付ける

ことが可能なように、投書箱等を利用して広く積極的に苦情収集を行うこと。 

④ 苦情処理責任者及び苦情対応委員会等を設置し、組織で対応できる体制にすること。 

 

◎苦情対応について◎苦情対応について◎苦情対応について◎苦情対応について    

  ① 利用者及び家族からの苦情に対し、組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付

日、その内容を記録すること（完結の日から２年間保存すること。）。 

② 利用者や利用者の家族に対して真摯な態度で対応を行い、その苦情の原因を分析し、再発を防

ぐための対策を講ずること。 
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  ③ 苦情の原因になりやすいサービス提供中の「事故」は、当該利用者の家族等に早期に連絡を行

うこと。 

④ 介護サービス提供中に病院を受診するような事故が発生した場合、事故発生連絡票で速やかに

本市へ報告すること。 

 

◎◎◎◎業務改善に向けて業務改善に向けて業務改善に向けて業務改善に向けて    

 ① 苦情により、改善点を明らかにするため、受け付けた苦情は運営推進会議等で公表すること。 

  ② 「サービス内容」についての苦情は、運営推進会議や外部評価などを活用して、常にサービス

の向上に努めること。 

 ③ 苦情を契機に、職員で業務の改善等を協議し、サービスの質の向上に向けた取組を行うこと。 

  ④ 身体拘束ゼロの手引き等を用いて、身体拘束に係る職員への周知に努めること。 

  ⑤ 苦情の内容及びその対応について、個人情報を除き公表することにより、苦情の未然防止を図

ること。 


