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３２ 

 

１１１１４４４４    運営推進会議における消防関係者の出席要請について運営推進会議における消防関係者の出席要請について運営推進会議における消防関係者の出席要請について運営推進会議における消防関係者の出席要請について    

 消防関係者を運営推進会議に出席要請することによって、防火管理上の習熟を効果的に実施すること

とします。実施に当たっての留意事項は、以下のとおりです。 

 

§１ 出席要請の頻度 

最低、年１回以上とする。 

 

§２ 出席要請先 

  事業所所在地を担当する消防署予防課職員 

 

§３ 運営推進会議における防火管理上の取組（詳細は別紙のとおり） 

PDCA サイクルを効果的に取り入れ、防火管理上の下記の取組を効率的に行うこと。 

(1) 消防機関の立入検査と消防訓練の実施※１を運営推進会議にあわせて行う。 

(2) 運営推進会議では、立入検査と消防訓練※１の講評及び防火管理上※２の助言をお願いする。 

(3) (1)で実施した消防訓練とは別に、消防法で義務付けられている 2 回目の避難訓練※１を行う。 

 

§４ その他 

(1)  消防機関の立入検査については、必ず事前に日程調整しておくこと。 

日程調整等詳細は、各消防署予防課査察係※３へ 

     (2)  消防訓練の実施については、上記の調整時に合わせて消防訓練通知書を２部提出し、訓

練内容について指導を仰いでおくこと。 

 

 
 

※１ 消防訓練 
 非常災害時に地域住民・消防関係者等との円滑な連携が図られるよう、地域住民が参加する避難訓練とする。 
 

※２ 助言事例 
① 消防への通報や避難訓練の実施方法について 
② 消防用設備の操作要領と習熟について 
③ 消防用設備等の維持管理について 
④ 事業所等での火気の使用又は取扱いについて 
⑤ 入所者への伝えておかなければならない防災上の注意事項等 
⑥ カーテン等の防炎対象物品等の取付け義務について 
⑦ 夜勤職員の心構えについて 
⑧ 放火の予防対策について 

 
※３ 各消防署予防課査察係 

・中消防署予防課査察係   � 082-545-3511（直通） 
・東消防署予防課査察係   � 082-263-8401（代表） 
・南消防署予防課査察係   � 082-261-5181（代表） 
・西消防署予防課査察係   � 082-232-0381（代表） 
・安佐南消防署予防課査察係 � 082-877-4101（代表） 
・安佐北消防署予防課査察係 � 082-814-4795（代表） 
・安芸消防署予防課査察係  � 082-822-4349（代表） 
・佐伯消防署予防課査察係  � 082-921-2235（代表） 
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３３ 

 

運営推進会議における防災上の運営推進会議における防災上の運営推進会議における防災上の運営推進会議における防災上の取組事例取組事例取組事例取組事例    

前前前前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

期期期期    

第１回第１回第１回第１回    第第第第 2222 回回回回    第第第第 3333 回回回回    備備備備    考考考考    

   PlanPlanPlanPlan（計画）（計画）（計画）（計画）    

・年６回の「運営推進会議」の
うち、前期で１回、「防火査察」、
「避難訓練」を一連の流れに組

み込んだ「運営推進会議」を計
画する。 
DoDoDoDo（実施・実行）（実施・実行）（実施・実行）（実施・実行）    

・「防火査察」、「避難訓練」を
実施する。 
CheckCheckCheckCheck（点検・評価）（点検・評価）（点検・評価）（点検・評価）    

・「防火査察」、「避難訓練」の
反省点等を「運営推進会議」で
評価する。（消防関係者の出席

がある場合は、講評及び助言を
得る。） 
ActActActActionionionion（処置・改善）（処置・改善）（処置・改善）（処置・改善）    

・改善点を後期の「避難訓練」
等に反映し、より良い防災体制
を築く。 

後後後後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

期期期期    

第４回第４回第４回第４回    第５回第５回第５回第５回    第第第第 6666 回回回回    備備備備    考考考考    

   PlanPlanPlanPlan（計画）（計画）（計画）（計画）    

・年６回の「運営推進会議」の
うち、後期で１回、「避難訓練」
を一連の流れに組み込んだ「運

営推進会議」を計画する。 
DoDoDoDo（実施・実行）（実施・実行）（実施・実行）（実施・実行）    
・「避難訓練」を実施する。 

CheckCheckCheckCheck（点検・評価）（点検・評価）（点検・評価）（点検・評価）    
・「非難訓練」の反省点等を「運
営推進会議」で評価する。（消

防関係者の出席がある場合は、
講評及び助言を得る。） 
ActActActActionionionion（処置・改善）（処置・改善）（処置・改善）（処置・改善）    

・改善点を前期の「防火査察」、
「避難訓練」等に反映し、より
良い防災体制を築く。 

 

PDCAPDCAPDCAPDCA サイクルサイクルサイクルサイクル    ・「避難訓練」等を一連の流れ

に組み込んだ「運営推進会議」
を開催することで、自然なＰＤ
ＣＡサイクルが出来上がり、結

果としてより良い施設運営に
繋がる。 

 

防火査察防火査察防火査察防火査察    
((((概ね概ね概ね概ね 30303030 分分分分)))) 

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

((((概ね概ね概ね概ね 30303030 分分分分))))    

運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

((((概ね概ね概ね概ね 30303030 分分分分))))    

運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    

運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    

    

運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    

((((その他その他その他その他))))    

((((防災関係概ね防災関係概ね防災関係概ね防災関係概ね 30303030 分分分分))))    

運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    

    

運営推進会議運営推進会議運営推進会議運営推進会議    

((((その他その他その他その他))))    

((((防災関係概ね防災関係概ね防災関係概ね防災関係概ね 30303030 分分分分))))    

PlanPlanPlanPlan    
（計画）（計画）（計画）（計画） 

DoDoDoDo    
（実施・実行）（実施・実行）（実施・実行）（実施・実行）    

CheckCheckCheckCheck    
（点検・評価）（点検・評価）（点検・評価）（点検・評価） 

ActActActActionionionion    
（処置・改善）（処置・改善）（処置・改善）（処置・改善） 
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３４ 

 

１１１１５５５５    介護保険サービスに係る医療費控除について介護保険サービスに係る医療費控除について介護保険サービスに係る医療費控除について介護保険サービスに係る医療費控除について    

    

項  目 内  容 
介護保険サービスのうち医療費控除の対象とな

るものは何か？ 

１ 医療費控除の対象サービス 

① 医療系サービス 

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居

宅療養管理指導、（介護予防）通所リハビリテーション（※１）、（介護予防）

短期入所療養介護（※２） 

② 上記①（老人保健法等の訪問看護を含む。）と合わせて利用する福祉系サー

ビス 

（介護予防）訪問介護（生活援助中心型を除く。）、（介護予防）訪問入浴介護、

（介護予防）通所介護、（介護予防）短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、

（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

③ 施設サービス 

介護保険３施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）、

地域密着型介護老人福祉施設 

 

２ 医療費控除の対象 

①及び② サービス利用に係る自己負担額（１割負担分） 

（ただし、上記に加えて※１は食費、※２は食費・居住費も医療費控除の対象

となる。） 

 ③ サービス利用に係る自己負担額（１割負担分、食費・居住費） 

  （ただし、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設は、自己負担額の

１／２となる。） 

 

（注 1）高額介護サービス費による支給がある場合には、支給額を除いた額が医療

費控除の対象となる。 

（注２）社会福祉法人利用者負担軽減制度により利用者負担額が軽減されている場

合は、軽減後の金額が医療費控除の対象となる。 

（注３）介護保険サービスを利用したときに、支払う「日常生活費」、「特別な居住

費」、「特別な食費」は医療費控除の対象にならない。 

 

＜参考＞ 

・平成１８年１２月１日付け厚労省事務連絡「介護保険制度下での居宅サービス等

の対価に係る医療費控除の取扱いについて」 

・平成１８年１２月１日付け厚労省事務連絡「介護保険制度下での指定介護老人福

祉施設の施設サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」 

居宅療養管理指導又は老人保健法等による訪問

看護のみの利用者について、サービス提供票に

記載されているとは限らないため、福祉系サー

ビスを提供する事業者は、サービスの利用の有

無を確認できないので、どのようにすれば確認

できるのか？ 

 

平成１８年１２月１日付け厚労省通知『「介護保険制度下での介護サービスの対価

に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の一部改正について』によると、

居宅介護支援事業者は、次のいずれかの方法により、福祉系サービス事業者に連絡

することとされている。 

 

１ 居宅介護支援事業者は、居宅療養管理指導又は老人保健法等による訪問看護を

居宅サービス計画に位置付けた場合には、サービス提供票（兼サービス計画）の欄

外等にこれらのサービスの利用の内容（利用予定日、事業者名等）を記載の上、当

該サービス提供票（兼サービス計画）を福祉系サービス事業者に提供する。 

 

２ 居宅介護支援事業者は、利用者に対して、保険給付対象外サービスについても、

居宅サービス計画に位置付けるとともに、サービス利用票又は週間サービス計画表

等に保険給付対象分とは区分し保険給付対象外の費用を記載の上、利用者負担額等

について説明を行い同意を得る必要がある。この同意を得た当該サービス利用票又

は週間サービス計画表等により、福祉系サービス事業者に対し、利用者が居宅療養

管理指導又は老人保健法等による訪問看護を受ける旨の通知をする。" 

訪問介護については、生活援助中心型である場

合は医療費控除の対象とならないとされている

が、身体介護中心型や「身体介護」と「生活援

助」が混在する場合は医療費控除の対象となる

のか？ 

医療費控除の対象となる。 

支給限度額を超えた場合の全額自己負担となっ

た部分について、医療費控除の対象となるか? 

医療系サービスについては、支給限度額を超えて利用した場合、全額自己負担とな

った部分についても医療費控除の対象となるが、福祉系サービスについては、支給

限度額を超えた部分は、医療費控除の対象とならない。 
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介護保険３施設において、入所者が入院外泊等

した際の居住費については、医療費控除の対象

となるか？ 

外泊時加算の対象期間（６日間）に限り医療費控除の対象とすることとする。 

＜参考＞ 

・平成１８年３月８日付け厚労省事務連絡「介護保険サービスに係る医療費控除に

ついて」 
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３６ 

１１１１６６６６    「その他の日常生活費」に係る留意事項について「その他の日常生活費」に係る留意事項について「その他の日常生活費」に係る留意事項について「その他の日常生活費」に係る留意事項について    

 

(1) 留意事項 

①  「その他の日常生活費」の範囲については、身の回り品として日常生活に必要なものを事

業者が提供する場合に係る費用である。「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一

般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品であって、利用者等の希望を確

認した上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者がすべての利用者に

対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められない。 

 

②  車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、認知症老人徘徊感知機器等については、利用者の処

遇上必要であって、かつ、ケアプランにこれらの器具が位置付けられている場合は、事業者

側が負担する。 

 

③  事業所で購読する新聞・雑誌、町内会費等の費用を、すべての利用者から画一的に徴収す

ることは認められない。 

 

(2) その他 

    詳細については、「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）」をご参照ください。 
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１１１１７７７７    防災対策と法令順守について防災対策と法令順守について防災対策と法令順守について防災対策と法令順守について    

 

１ 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等 

 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護、複合型サービスといった地域密着型サービスについては、下表のとおり「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」で非常災害への対策を行うことが義務付

けられています。 

災害対策に関する項目 具体的な内容 

非常災害に関する具体

的計画の策定 

防火管理者又は(消防法第 8 条で防火管理者を置かなくてもよい事業所では)

防火管理についての責任者が、消防計画（消防法施行規則第 3 条）及び風水

害、地震等の災害に対処するための計画を作成すること。 

関係機関への通報及び

連携体制の整備 

関係機関への通報体制、従業員等の連携体制を整備すること。 

・火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制について従業

員への周知徹底 

・消防団や地域住民と連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力しても

らえる体制づくり 

定期的な避難、救出そ

の他必要な訓練 

地域住民の参加が得られるよう努力すること。 

・運営推進会議を活用し、地域住民と密接な連携体制を確保し、訓練に協力

を得られる体制づくり 

・消防関係者の参加を促し、具体的指示を仰ぐなど実効性のある訓練実施 

 

２ 介護保険施設等における防災対策の強化について 

 平成２４年４月２０日付け厚生労働省通知（介護保険最新情報 Vol.282）で、介護福祉施設、介護サ

ービス事業所等を含む社会福祉施設の防災対策の再度の点検・確認に関する指導通知が出されました。

ついては、別紙の防災対策チェックシートで、今一度点検、確認を行うとともに、その結果明らかなと

なった問題点がありましたら、速やかに改善してください。 

 

３ 消防法 

平成 21 年 4 月の消防法改正により、認知症高齢者グループホームにおいて、以下のとおり消防用設

備等の設置が義務付けられました。 

項    目 改正後 

防火管理業務 収容人員 10 人以上 

消防用設備の設置の際の消防機関の検査 全て 

消火器 全て 

自動火災報知設備 全て 

消防機関へ通報する火災報知設備 全て 

スプリンクラー設備 275 ㎡以上 
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４ 建築基準法 

 消防法と同じく、災害防止のために最低限遵守しなければならない法律であるが、確認申請（用途変

更）の手続きを経ずに、住宅を転用して事業所として使用しているもの等については、避難・防火の面

で問題を抱えている。 

 火災等で、甚大な被害をもたらす可能性が高いことから、各区役所建築課から指導を受けている場合

は、速やかに従い、利用者の安全性確保に努めること。 

 

５ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 

広島県では、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備す

べき土地の区域として基準に該当するものを、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）として、

警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著

しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室（建築基準

法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第四号 に規定する居室をいう。以下同じ。）を有する建築

物の構造の規制をすべき土地の区域として基準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域（以下「特別

警戒区域」という。）として指定している。 

また、土砂災害に係わる警戒避難や土地利用の検討に際し、参考として活用して頂く事を目的に公開

している土砂災害危険箇所というものもある。 

当該事業所が、上記の土砂災害警戒区域等に該当しているかどうかを確認（下記の URL から確認で

きる。）し、該当しているようであれば、災害防止マニュアル等に記入して、従業員へ周知徹底し、リ

スク管理を行うこと。 

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/index.jsp 

 

６ 耐震改修促進法 

耐震改修促進法第 6 条では、昭和 56 年 5 月以前に建築された 1,000 ㎡以上かつ 2 階建以上の福祉

施設等の建物所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、当該建物の耐震改修を行うよう努めなければな

らないとされている。 

また、広島市では、老人ホーム等の要援護者の利用する施設を優先的に耐震化を図るべき建築物とし、

所有者に積極的な耐震化を促している（広島市建築物耐震化促進計画）。 

 なお、広島市では、都市整備局指導部建築指導課において、「広島市民間建築物耐震診断補助制度」

が用意されているので、耐震診断時には活用を検討して頂きたい。 

 

（参考） 

昭和 56 年 6 月以降に建築されたものについては、建築物が数回は遭遇する可能性のある地震

（震度５程度）に対して、建築物が被害を生じないこと、数十年～100 年に 1 度、すなわち建

築物が 1 回遭遇するか否かという地震（震度６強程度）に対して、建築物に被害や変形が生じて

も崩壊に至らず、最低人命は保証することを目的として設計されている。 
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適 不適

1 情報の把握

事業所の職員は、災害発生直後にテレビ、ラジオ等の報道による津波情報、気象情
報等に関する情報の収集につとめること。

□ □

また、事業所の管理者は、消防機関その他の防災機関との連携を密にし、災害に関
連する情報が事業所に確実に伝わるよう連携体制を確立すること。

□ □

さらに事業所内の職員にも速やかに情報を伝達し、避難体制を整えること。 □ □

2 指揮組織の確立

災害時に備え事業所は、地震防災応急対策等を迅速かつ的確に実施するための指揮
機能を有する組織を事業所内に設置し、組織の構成、任務分担を定めておくこと。

□ □

なお、指揮命令を行う要員が不時の欠員になることも想定されることから、代替要
員や夜間における対応、電話等通信機能が不能になった場合の対応等についても各
事業所であらかじめ定めておくこと。

□ □

3 防災管理体制の整備

事業所の管理者は、事業所の実態に即した防災管理体制の整備を図るとともに、全
職員の責任分担を明確にし、非常事態発生の際には迅速かつ円滑に機能するよう確
認を行うこと。

□ □

4 職員等の防災意識の高揚

災害発生時の被害を未然に防止するため又は最小限に止めるためには、事業所の管
理者、職員、利用者等が日頃から防災意識を強く持つことが肝要である。

□ □

事業所の管理者は、職員、利用者等に対し、防災意識の啓発・育成を行い、くれぐ
れも人為的な被害が発生しないよう努めること。

□ □

5 消防用設備及び避難設備等の点検

不測の事態に対処するためには、消火設備、警報設備、避難設備、非常通報装置等
の整備をしておくことは不可欠であるので、これらの設備等が常時機能するよう点
検を行い、適切に管理すること。

□ □

また、非常口、避難器具等の付近に障害物を置かない、施設内の落下防止策、転倒
防止策の強化などきめ細かな防災対策に心がけること。

□ □

さらに、非常用発電機やラジオなど電源供給が寸断された場合にも機能する設備の
導入についても検討すること。

□ □

介護保険施設や居住系事業所においては、利用者・職員等のための水・食料等の備
蓄をしておくこと。

□ □

チ　ェ　ッ　ク　項　目
チェック欄

防　災　対　策　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト
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適 不適
チ　ェ　ッ　ク　項　目

チェック欄

防　災　対　策　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

6 有効な避難訓練の実施

（1）
事業所の管理者は、職員及び利用者等に対して避難場所、避難経路など災害時にお
ける対応方法を周知するとともに、非常時には迅速かつ安全に避難を行えるよう有
効な避難訓練を計画的に実施すること。

□ □

（2）
なお、夜間の災害では一層の混乱が予測されることから、夜間における訓練も併せ
て実施すること。

□ □

（3）
さらに海岸、湖岸、河川の近く等の津波による被害が予想される事業所において
は、津波警報が発令された場合の避難場所、避難経路をあらかじめ確認し、職員等
に周知する。

□ □

また、避難を速やかに行うため地域の自治会や近隣の住民との連携体制を構築し、
こうした連携先との合同避難訓練を実施すること。

□ □

（4）
地震等非常事態発生時には、防災無線、テレビ、ラジオ等の報道機関からの津波発
生状況の情報把握を行いながら、最適な避難場所への誘導を行うこと。

□ □

7 消防機関等関係諸機関との協力体制の確立

事業所の管理者は、消防機関はもとより、地域の消防組織等との連携を密にし、施
設の内部構造及び利用者の状況を十分認識してもらうとともに、避難・消火等が円
滑に実施できるよう協力体制の確立に努めること。

□ □

8 危険物の管理

防火管理責任者は、暖房器具類の管理はもとより、プロパンガス、重油等の危険物
の保管状況について、常時、十分な点検と確認を行うこと。

□ □

9 事業所間の災害支援協定の締結

東日本大震災では、多くの関係者間において、被災施設から他施設への避難、被災
施設への他施設からの介護職員等の派遣などの支援が行われたところであり、中で
も事業所同士の支援は、即応性があるとともに被災施設にとっても非常に役に立っ
たとの声も多かった。ついては、あらかじめ、都道府県内の施設や近隣都道府県の
施設との間で、災害時における被災施設入所者の他施設への避難・被災施設からの
受入れ、介護職員等の被災施設への派遣・他施設からの受入れなどの支援につい
て、協定を結んでおくことも検討されたい。
また、事業者団体における支援体制の構築にも努められたい。

□ □

10 地域との連携

災害時には地域社会との連携が重要である。日頃より地域との関係を深め、災害時
には地域住民からの支援の受け入れや地域の要援護者の避難の受け入れなど双方向
の連携を行うことも検討されたい。

□ □

入所者のうち自力避難困難な方については、避難の容易な場所に可能な限り部屋替
えを行うこと。

□ □
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１８ 認知症高齢者グループホーム等における金銭の適切な管理について 

１ 趣旨 

  認知症高齢者グループホーム等（以下「グループホーム等」という。）の利用者の通帳や

印鑑の預かり、金銭の出納管理は、原則として、利用者（生活保護受給者を含む。以下同

じ。）又は家族等が行う※1。 

  ただし、やむを得ない事情があり、利用者又は家族等から申出があったときは、グルー

プホーム等において通帳等の預かりや金銭管理※2 を行うことができる。 

  しかしながら、グループホーム等における金銭管理の方法等について、適切とは言えな

い事例も見受けられる。 

ついては、グループホーム等における金銭等の適切な管理について、本市の考え方を示

すものである。 

※1 利用者の判断能力が十分でない場合であって、家族等がいない又は家族等による金

銭管理が困難といった場合などは、成年後見制度等の利用を検討する。 

この場合は、利用者又は家族等に対して、成年後見制度等の相談窓口を紹介するな

ど、必要な支援を行うこと。 

    【成年後見制度についての相談窓口】 

    地域包括支援センターや区役所厚生部健康長寿課のほか、次の機関がある。 

広島家庭裁判所（後見係） ℡ 228-0563 

広島公証人合同役場（任意後見制度） ℡ 247-7277 

高齢者等財産管理センターあんしん〔広島弁護士会〕 ℡ 225-1600 

社団法人成年後見センター・リーガルサポート広島支部 ℡ 511-0230 

権利擁護センターぱあとなあひろしま〔広島県社会福祉士会〕 ℡ 254-3019 

ＮＰＯ法人 成年後見ひろしま ℡ 0823-84-7023 

中国税理士会業務対策部（成年後見制度担当） ℡ 246-0088 

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター広島県支部 ℡ 243-5776 

 

※2 通帳等の預かりと金銭管理 

通帳等の預かりとは、金銭の出納を行わず、単に通帳等を保管すること。 

一方、金銭管理とは、現金や通帳等を保管するとともに、保管した現金や通帳等を

用いて金銭の出納を行うこと。 

なお、いずれの場合においても、後日のトラブルを未然に防止するため、通帳等の
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保管時に預かり書（別紙 1 参照）を利用者又は家族等に交付すること。 

 

２ 金銭の適切な管理について 

 (1) 利用者及び家族等との契約書の締結 

金銭管理の取扱いについて、文書で定め、利用者及び家族等の同意を得る。 

 (2) 管理の方法 

  ア 実務を担当する出納取扱者と、出納状況について確認する出納管理責任者をそれぞ

れ別に定めて、複数職員で事務処理に当たる。 

  イ 現金や通帳、印鑑等は、施錠できる金庫等に保管する。 

  ウ 金銭管理は、利用者ごとに金銭出納帳（別紙 2 参照）を作成して行う。 

 (3) 支払 

  ア 利用者又は家族等の依頼に基づき、支払う。 

  イ 利用者から支払の依頼があった場合は、原則として、家族等の承諾も得る。 

  ウ 支払に伴う領収書又はレシート（以下「領収書等」という。）を保管する。 

なお、バス代等領収書等が発行されない場合は、出納管理責任者による支払証明書

（別紙 3 参照）等を作成すること。 

  エ 事業所利用料、医療費等、継続して支払うものについては、包括的な承諾をもって

その都度の承諾を求めないことができる。 

 (4) 家族等への報告 

  ア 毎月 1 回以上定期的に利用者又は家族等に対して、金銭出納帳、預貯金通帳（コピ

ー）及び領収書等（支払証明書を含む。）により収支状況を報告する。 

  イ グループホーム等は、利用者又は家族等からの問い合わせ等に対応するため、領収

書等のコピーを保管する。 

  ウ 毎月 1 回以上の定期報告とは別に、臨時で利用者又は家族等から収支状況の報告を

求められた場合は、速やかに対応する。 

 (5) その他 

ア 預かり金及び預かり書に記載した預かり品は、原則として、利用者又は家族等の申

出があれば、速やかに返却する。 

イ 預かり金及び預かり書に記載した預かり品の返却先について、あらかじめ文書によ

り明確にする。 

ウ 預かり金に係る金銭出納帳等関係書類の記録については、完結の日から少なくとも

5 年間は保存する。 
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（別紙 1） 

預かり書 
 

 

              様 

 

 次の表に記載したものを預かりました。 

 預かり品については、適正に管理・保管します。 

 また、預かり品については、原則として、利用者又は家族等の申出により、

速やかに返却します。 

 なお、この預かり書は、2 部作成し、事業所及び家族等の双方がそれぞれ 1

部を保管します。 

 

名称 数量 
預かり 返却先 

（連絡先） 

返却 

年月日 担当者印 年月日 家族サイン 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

株式会社 ○○ 

代表取締役 ○○  

 

グループホーム ○○ 



（別紙2）

金額（円） 内容 金額（円） 内容

金銭出納帳（●●氏分）

年月日
入金 出金

差引残高（円）
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（別紙2）

年月日 差引残高（円）

金額（円） 内容 金額（円） 内容

平成●年●月●日 100,000 ●●氏から振込 100,000

26,547 介護保険の1割負担分（●年●月分）

40,000 ●●グループホーム家賃（●年●月分）

15,000 ●●グループホーム光熱水費（●年●月分）

600 おむつ代（詳細は別紙1）

4,560 医療費（詳細は別紙2） 13,293

金銭出納帳（●●氏分）

入金 出金

平成●年●月●日

記載例

 ４３
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（別紙 3） 

 

支払証明書 

 

 

 下記のとおり、支払ったことを証明します。 

 

 

 グループホーム ○○  出納管理責任者 

氏名              印 

 

 

記 

 

 

○年○月○日、                     の目的で、 

 

                            において、 

 

                             円 

 

支払いました。 



４５ 

 

ⅠⅠⅠⅠ    共通事項共通事項共通事項共通事項    

 

１９ 医療面における認知症高齢者グループホーム等と医療機関及び家族等との連携等について  

１ 趣旨 

認知症高齢者グループホーム等の地域密着型サービスは、認知症等があり、介護を必要

とする状態の高齢者を対象としたサービスであることから、医療と介護の連携が重要であ

る。 

中でも、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護及び地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護（以下「グループホーム等」という。）については、入居、入所、

宿泊を伴うサービスであり、利用者は家族等から離れてサービスを受けることから、医療

機関との連携に加え、家族等との連携も重要となる。 

ついては、グループホーム等と医療機関及び家族等との連携のあり方について、本市の

考え方を示すものである。 

 

２ 利用者の心身の状況等を把握した適切なケアマネジメントの実施について 

  国が定めた運営基準では、グループホーム等のサービス提供は、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて行うこととされている。 

医療機関での受診が必要な利用者について、心身の状況等を踏まえるためには、当然の

ことながら、適宜、医療機関から情報収集し、それを踏まえたサービスを提供することが

必要となる。 

  なお、グループホーム等と医療機関との連携が不十分な場合は、利用者に対するサービ

スの質が低下し、ひいては、それが原因でトラブルとなるおそれもある。 

  【適切なケアマネジメントの流れ】 

 ① 介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等

を踏まえてアセスメントを行う。アセスメントに当たっては、主治医意見書の活

用及び協力医療機関との連携も積極的に行うものとする。 

② アセスメントを踏まえ、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載したサービス計画（以下「プラ

ン」という。）を作成する。 

 ③ グループホーム等は、作成したプランに基づき、サービスを提供する。その際、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する必要がある。 

 ④ 適宜、プランの実施状況の把握であるモニタリング（継続的なアセスメントを

含む。）を実施し、必要に応じてプランの変更を行う。 

 ⑤ プランを変更する場合は、再度、①からの流れを行う。 

 

全 て の 利

用 者 に 対

す る ケ ア

マ ネ ジ メ

ント 



４６ 

 

   【医療機関での受診が必要な利用者の場合の留意点】 

 ア ④のモニタリングの実施に当たり、医療機関との連絡を継続的に行い、利用者

の心身の状況等の把握に努める。 

イ (ｱ)手術が施術されるなど、利用者の状態に大きな変化があった場合、(ｲ)利用者

が退院して、グループホーム等でのサービスを再開する場合等には、医療機関か

らの情報を得るなど、適切にアセスメントを実施する。 

 

３ 具体的な医療機関及び家族等との連携のあり方について 

(1) 通院 

ア 通院の介助は、利用者に対する日常生活上の世話に当たることから、グループホー

ム等が提供する介護サービスの一環として行われるべきものであり、原則として、グ

ループホーム等が行う必要がある（ただし、家族等の意向により、家族等が行う場合

を妨げるものではない。）。 

こうしたことから、協力医療機関であるかないかを問わず、通院介助に係る費用に

ついて、グループホーム等は介護報酬とは別に費用を利用者から徴収することはでき

ない。 

ただし、交通費について、利用者及び家族等との契約により実費を徴収することは

差し支えない。 

イ 医療機関での受診が必要な利用者について、グループホーム等は医療機関との連絡

を継続的に行い、利用者の心身の状況等の把握に努めることとする。 

こうして医療機関から得た利用者の心身の状況等に係る情報※については、家族等

に対して適宜（少なくとも月 1 回以上が望ましい。）かつ適切に提供する。 

ウ 医師から処方された薬に係る情報※についても、家族等に対して定期的かつ適切に

提供する。 

  ※ 医療機関から得た利用者の心身の状況等に係る情報及び医師から処方された薬

に係る情報 

    例えば、グループホーム等において、利用者ごとに医療連携ノート（別紙参照）

等を作成するなど、通院の際に医療機関から得た情報、処方薬に係る情報等利用

者の医療に関する情報を一元的に管理し、職員間で情報を共有することが望まし

い。 

    また、整備した医療連携ノート等を活用することで、正確かつ効率的に家族等

に情報提供することが可能となる。 
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(2) 入退院 

ア 入退院することになった場合、早急に家族等に対して情報提供するとともに、利用

者の状態を直接医療機関から聞くよう促す。 

イ 入退院の手続きは、原則として、家族等にお願いする。 

ウ 入院及び転院に当たっては、家族等の文書による同意を得た上で、医療機関に対し

て、直近の利用者の心身の状況等について文書により情報提供を行う。 

エ 退院し、グループホーム等でのサービスを再開する場合には、医療機関から情報を

得るなど、適切にアセスメントを実施する。 

 (3) 手術 

  ア 手術することになった場合、早急に家族等に対して情報提供するとともに、利用者

の状態や手術内容等を直接医療機関から聞くよう促す。 

  イ グループホーム等が、医療機関から手術に係る同意書を預かった場合は、早急に家

族等に渡し、利用者の状態を直接医療機関から聞くよう促す。 

  ウ 手術後も、引き続き、グループホーム等でサービスを提供する場合には、医療機関

から情報を得るなど、適切にアセスメントを実施する。 



（別紙）

医療機関 薬局 その他

医療連携ノート（●●氏分）

年月日 備考
区分

内容
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（別紙）

医療機関 薬局 その他

平成●年●月●日 ●●内科
●●医師に確認：お腹の調子もだいぶよくなって
きた。今後も服薬を継続すること。次回の診療日
は●月●日（●●付添）

平成●年●月●日 ●●薬局
3種類の薬（各錠剤1個）が2週間分処方される。
毎食後服薬のこと。（各薬の特徴等は別紙のとお
り）

医療連携ノート（●●氏分）

年月日
区分

内容 備考

記載例
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