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 介護保険サービスにおける人員、設備及び運営並びに報酬に係る注意事項 
  各サービス別に、過去の実地指導、指定申請等において、文書又は口頭指導等を行った内容につい

て具体的に例示します。今後の事業所運営において、参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 人員基準 
サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

訪問介護 訪問介護員

等の員数 

常勤専従であることが必要な

サービス提供責任者等が他の

事業所に勤務していた。 

人員配置を満たすかのような虚偽の書類

を作成していた場合は指定取消等処分と

なる。 

 

  勤務形態一覧表等に記載され

た勤務時間と勤務実態が著し

くかい離している。 

勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護

員等（登録訪問介護員等）の勤務表の勤

務時間数はサービス提供の実績（移動時

間も含む）に即したものとすること。 

 

  訪問介護事業と「サービス付

高齢者向け住宅」又は「家政

婦サービス」等に従事する従

業者のそれぞれの勤務時間が

不明確になっている。 

介護保険の訪問介護事業に従事する時間

は明確に区分し、管理者等は勤務実績の

管理を行うこと。 

通所介護 従業者の員

数 

生活相談員が配置されていな

い曜日がある。 

サービス提供日には必ず配置すること。

サービス提供日において、生活相談員又

は介護職員（利用定員１０人以下の場合

は生活相談員、介護職員又は看護職員）

のうち１人以上は常勤職員を配置するこ

と。 

  看護師又は准看護師の配置が

不足している。（利用定員が１

１人以上） 

①看護職員を配置していない（事業所に

出勤していない）日に、密接かつ適切な

連携が図れたとしても、当該日の利用者

に対して本来なされるべき看護サービス

が提供されたとは言えないことから、人

員基準欠如の計算（※）上、当該日は延べ

人数に含むことはできない。 

（※）サービス提供日に配置された延べ人数÷サー

ビス提供日が１を満たさない 

②利用定員が１１人以上の場合にあって

は、当日の利用者が１０人以下であって

も、看護職員の配置は必要となる。 

【人員配置欠如の減算対象】 

 

  介護職員の配置が不足してい

る。 

確保すべき延べ勤務時間数分の介護職員

を配置すること。 

【人員配置欠如の減算対象】 

  通所介護事業所に常勤として

勤務すべき者が、同一法人の

他の事業所と兼務している。 

常勤として勤務する職員は、当該通所介

護事業所で定められている常勤の従業者

が勤務すべき時間内において、他の事業

所で勤務できない。 

【語句説明】 
施設サービス：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 
施設系サービス：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、特定施設入居者生活介護、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護 
居住系サービス：施設系サービス、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護 
通所系サービス：通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護 
訪問系サービス：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 

資料９ 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

短期入所生

活介護 

従業者の員

数 

医師が配置されていない。 （基準該当居宅サービスを除き）医師は

１人以上配置すること。 

 

福祉用具貸

与・特定福

祉用具販売 

福祉用具専

門相談員の

員数 

福祉用具専門相談員が他の事

業に従事するなどし、福祉用

具貸与事業所の業務の従事時

間が確保できておらず、配置

員数が不足している。 

福祉用具貸与の業務に専従している時間

が、常勤換算方法で２以上必要である。

早急に常勤換算方法で２以上を確保する

こと、又は事業の休廃止を検討すること。 

なお、配置不足となっていないような虚

偽の書類を作成した場合は指定取消等の

処分の対象となる。 

 

小規模多機

能型居宅介

護・認知症

対応型共同

生活介護 

従業者の員

数 

計画作成担当者又は介護支援

専門員として配置される従業

者が、必要な研修を修了して

いない。 

小規模多機能型居宅介護の介護支援専門

員は「小規模多機能型サービス等計画作

成担当者研修」を修了している者である

こと。 

また、認知症対応型共同生活介護の計画

作成担当者は「認知症介護実践者研修」

又は「旧痴呆介護実務者研修（基礎課程）」

を修了している者であること。 

 

  夜間及び深夜の時間帯につい

て、開始時間が夕食前後とい

ったような早い時間で設定さ

れている。 

夜間及び深夜の時間帯の設定は、「社会福

祉施設における宿直勤務の取扱いについ

て」（昭和 49年 8月 20 日社施第 160 号社

会局施設課長、児童家庭局企画課長連名

通知）に準じることとし、宿泊サービス

の利用者の生活サイクル等（就寝後～起

床前等）に応じて設定すること。 

 

認知症対応

型共同生活

介護 

従業者の員

数等 

介護職員の員数が不足してい

る。 

介護職員を早急に確保すること。 

【人員配置欠如の減算対象】 

なお、人員配置不足は指定取消等の処分

の対象となる。 

 

  併設する小規模多機能型居宅

介護の従業者が従事してい

る。 

小規模多機能型居宅介護で定められた人

員を配置し、当該認知症対応型共同生活

介護も定められた人員を配置している場

合で、基準を超えて配置された従業者が

従事する場合には認められる。 

 

居宅介護支

援 

管理者 管理者について、介護支援専

門員証の有効期限が切れ、更

新を行っていなかった。 

 

管理者は、介護支援専門員でなければな

らない。介護保険法では有効な介護支援

専門員証の交付を受けている者を介護支

援専門員という。 

無資格者が居宅介護支援事業に従事を実

施した場合には介護サービス計画費は請

求できない。 
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 ⑵ 設備基準 
サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

短期入所生

活介護 

設備及び備

品等 

短期入所生活介護の専用居室

において、本体施設である介

護老人福祉施設の入所者に対

しサービスを行っている。 

早急に改善すること。 

介護老人福

祉施設 

設備 静養室等について用途に応じ

た利用をしていない。 

設備の用途に変更がある場合には、設備

基準を確認したうえで、事前に本市へ協

議を行い、変更届を提出すること。 

【別紙１「変更届の提出について」参照】 

 

 ⑶ 運営基準 
サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

サ
ー
ビ
ス
共
通 

全て 内容及び手

続の説明及

び同意 

重要事項説明書について、利

用者に対し説明は行っている

が交付していない。 

利用者又はその家族に重要事項を記載し

た文書を交付し、説明の上、同意を得る

こと。 

施設系

サービ

ス及び

訪問入

浴介護

を除く 

居宅サービ

ス計画に沿

ったサービ

スの提供 

居宅介護支援事業所から居宅

サービス計画を入手していな

い。 

居宅介護支援事業所から利用者が同意し

押印等を行った居宅サービス計画を入手

すること。また、入手した居宅サービス

計画に沿った個別サービス計画を作成す

るとともに、居宅サービス計画の変更に

応じて、個別サービス計画を見直すこと。 

 

 

全て サービスの

提供の記録 

サービス提供に係る記録を紛

失している。 

サービス提供の記録方法が煩雑などの理

由で記録漏れが発生することが多い。転

記を減らす記録方法、様式等の見直しや

複数の従業者による確認などの検討を行

うこと。 

虚偽の記録を作成し架空請求等を行った

場合は指定取消等処分の対象となる。 

   介護保険と介護保険以外のサ

ービス提供を行う事業所で、

各サービスに係る実績管理方

法が不明確になっている。 

各サービスの実績管理方法が、従業者毎

に管理され統一されていないなどの要因

も想定されるため、事業所において記録

の整理方法を統一することや、サービス

毎に記録様式の色を変えるなどの方法も

検討すること。 

   サービス提供等の内容、時間

等を記録していない、又は複

数の書類で管理しているが、

その内容に相違がある。 

サービス提供等の内容、時間等は整理し

て記録しておくこと。 

 施設系

サービ

ス 

 利用者の介護保険被保険者証

に入居（入所）についての記

載が漏れている。 

 

入居（入所）に際しては、入居（入所）

年月日及び事業所の名称、退居（退所）

に際しては退居（退所）年月日を被保険

者証へ記載すること。 

 全て 利用料等の

受領 

日常生活費等の受領につい

て、利用者の同意を得ていな

い。 

 

あらかじめ利用者又はその家族に対して

説明を行い、同意を得ること。 

【別紙２「日常生活費等の徴収について」

参照】 

  

  特別の事情がある利用者に対

し、給付限度額を超えた自費

対応部分の利用料について請

求していない。 

特別の事情があったとしても、利用者間

の公平の観点から、給付限度額を超えた

自費負担について、法定代理受領サービ

スとの間に不合理な差額を設けないこ

と。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

サ
ー
ビ
ス
共
通 

居住系

サービ

ス 

利用料等の

受領 

食費が 1 日単位で設定されて

いる。 

短期入所生活（療養）介護においては、

H24.9.5 付け厚生労働省事務連絡にもあ

るとおり、1 食単位とすること。 

また、他の居住系サービスにおいても、

食費はその対価として支払うべきであ

り、1食単位とすることが望ましい。 

 

 訪問入

浴介護

を除く 

 

サービス計

画の作成 

サービス計画が作成されてい

ない。 

利用者の日常生活全般の状況及び希望を

踏まえて、介護サービスの目標、当該目

標を達成するための具体的なサービス内

容等を記載したサービス計画を作成する

こと。また、要介護認定更新時、区分変

更時においても計画の見直しを行うこ

と。 

 

 

  サービス計画作成時に解決す

べき課題の把握（アセスメン

ト）を実施していない。 

介護支援専門員から情報を得るだけでは

なく、サービス事業者自ら情報収集を行

い、利用者の状況を把握・分析し、訪問

介護の提供によって解決すべき問題状況

を明らかにし、サービス計画を作成する

こと。 

 

   サービス提供開始前までにサ

ービス計画を作成していな

い。 

サービス提供は計画を基に行われるもの

であり、暫定的に作成したものでもよい

ので、サービス提供開始までには作成し、

利用者又はその家族に説明を行い、同意

を得た上で交付すること。 

 

   サービス計画を利用者に説明

し同意を得た記録がない。 

サービス計画の内容等を説明し、利用者

の同意を得ること。また同意を得たサー

ビス計画を保存すること。 

 

   サービス提供状況の把握及び

サービス計画の実施状況の把

握（モニタリング）を行って

いない。又は介護支援専門員

等へ報告等を行っていない。 

サービスの提供状況については、サービ

ス利用票等で介護支援専門員等へ報告す

ること。また、モニタリングを行った結

果についても、定期的に介護支援専門員

等への報告を行うことが望ましい。 

 

 全て 管理者の責

務 

管理者が従業者に対し基準遵

守のため必要な指揮命令を行

っていない。 

管理者は、従業者の管理、サービス提供

に係る調整、業務の実施状況の把握等を

一元的に行うとともに、基準等の遵守に

ついて指揮命令を行うこと。 

 

 

全て 勤務体制の

確保等 

勤務表が作成されていない。

又は明確に管理されていな

い。 

従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤

の別、管理者等との兼務関係を勤務表上

明確にすること。 

 

 居住系

サービ

ス 

定員の遵守 定員を超える利用者を受け入

れている。 

災害、虐待その他のやむを得ない事情が

ある場合を除き、定員を超えて受け入れ

ないこと。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

サ
ー
ビ
ス
共
通 

訪問系

サービ

スを除

く 

非常災害対

策 

非常災害に関する計画が作成

されていない。避難訓練が実

施されていない。 

具体的な計画を作成するとともに、関係

機関への通報及び連携体制の整備、避難、

救出訓練を実施すること。 

 

福祉用

具貸与

/ 販 売

を除く 

掲示 サービス選択に資すると認め

られる重要事項等を掲示して

いない。 

利用者の見やすい場所に運営規程の概要

や従業者の勤務の体制等の利用者の申し

込みに資する情報を掲示すること。 

 

 全て 秘密保持等 利用者の家族の個人情報を用

いる場合、同意を得ていない。 

利用者又はその家族の個人情報をサービ

ス担当者会議等で利用する場合、あらか

じめ同意を得ておくこと。 

 

 

  従業者であった者が、退職後

も業務上知りえた秘密を漏ら

すことのないよう、必要な措

置を講じていない。 

 

従業者は退所後においても、業務上知り

えた利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な措置を取ること。 

 

 

全て 地域との連

携 

地域住民等との連携や交流が

行われていない。 

地域住民等との連携や協力を通じ、地域

に開かれた事業となるよう努めること。 

日頃の連携をもとに、顔の見える関係を

築くことで、火災等の非常災害時のみな

らず、日常的な交流（地域行事等への参

加など）のきっかけづくりも可能となる。 

 

 全て 事故発生時

の対応 

本市への事故発生時の報告が

行われていなかった。 

事故が発生した場合には、市町村、利用

者の家族、利用者の居宅介護支援事業者

等へ連絡すること。 

 

 全て 会計の区分 併設事業所等の会計と当該事

業の会計が区分されていな

い。 

同一法人においても、指定事業所ごとに

経理を区分するとともに、当該事業とそ

の他の事業の会計を区分すること。 

 

 全て 記録の整備 利用者に対するサービス提供

の記録を、その完結の日から

２年間保存していない。 

平成２５年４月以降については、利用者

に対するサービス提供の記録を５年間保

存すること。 

【集団指導資料 資料２「居宅介護サー

ビス費等の支給の根拠として５年間保存

すべき記録の例示について」、資料３「記

録の保存に係る「完結の日」の解釈につ

いて」参照】 

 

 全て 高齢者虐待 言葉使いが荒い介護職員等の

言動について、一部の利用者

にとっては心理的虐待となっ

ている。 

 

高齢者虐待について、事業所全体で理解

を深め、防止すること。 

   利用者の介護拒否に対し、介

護職員が叩く等の行為が行わ

れていた。 

 

 

 

早急に原因の究明と再発防止の取り組み

を行うこと。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

サ
ー
ビ
ス
共
通 

居住系

サービ

ス及び

通所系

サービ

ス 

身体的拘束 ベッドの４本柵等による身体

的拘束について、実施の検討、

態様等の記録、廃止の検討が

行われていない。 

身体的拘束は、切迫性、非代替性、一時

性の３つの要件を満たし、これらの要件

の確認が慎重に行われるときのみ認めら

れるものである。 

利用者又はその家族には、あらかじめ説

明、同意を得た上で、実施する際には、

３つの要件を満たしているかの検討、身

体拘束等の態様、実施時間、その際の心

身の状況、緊急やむを得ない理由を記録

するとともに、廃止に向けた検討を行い

記録すること。 

管理者及び各職種で構成する身体拘束委

員会などの設置し、事業所ぐるみで身体

拘束廃止の検討や改善計画の作成を行う

こと。 

【施設サービス 身体拘束廃止未実施減算】 

 

   身体拘束を行っているが、事

業所において記録を残さなけ

ればならないことを認識して

いなかった。 

 

身体的拘束に関する要件、手続等につい

て、事業所全体で研修を行うなどし、対

応すること。 

【施設サービス 身体拘束廃止未実施減算】 

 

訪問介護 指定訪問介

護の具体的

取扱方針 

サービス提供状況の把握及び

モニタリングを行っていな

い。又は介護支援専門員等へ

報告等を行っていない。 

サービスの提供状況については、サービ

ス利用票等で介護支援専門員等へ報告す

ること。また、モニタリングを行った結

果についても、定期的に介護支援専門員

等への報告を行うことが望ましい。 

 

訪問看護 主治の医師

との関係 

医師の指示書の指示日が、指

示期間の開始日以降となって

いる。 

指示期間の開始までに文書で医師の指示

を受けること。 

 訪問看護計

画書及び訪

問看護報告

書の作成 

訪問看護計画書を利用者に説

明し同意を得た記録がない。 

訪問看護計画のサービス内容等への利用

者の意向の反映の機会を保障するため、

訪問看護計画書の作成に当たっては、そ

の内容等を説明し、利用者の同意を得る

こと。 

 

通所介護 サービスの

提供の記録 

当日の利用者の体調等で、サ

ービス提供時間が短縮された

際の経緯などの記録が残され

ていない。 

サービス提供時間が短縮された場合に

は、実際に提供したサービス内容や時間

を記録すること。また、その理由を業務

日誌やサービス提供記録に残すよう努め

ること。 

 

 指定通所介

護の基本取

扱方針及び

具体的な取

扱方針 

外出サービスを行っている。 事業所内でのサービス提供が原則である

が、①あらかじめ通所介護計画に屋外で

のサービス提供を位置付けるとともに、

②効果的な機能訓練等のサービスが提供

できることなどの条件を満たしているこ

とが必要である。これは花見も例外では

ない。 

【別紙３「通所介護における外出サービ

スについて」参照】 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

通所介護 指定通所介

護の具体的

取扱方針 

サービス提供状況の把握及び

モニタリングを行っていな

い。又は介護支援専門員等へ

報告等を行っていない。 

サービスの提供状況については、サービ

ス利用票等で介護支援専門員等へ報告す

ること。また、モニタリングを行った結

果についても、定期的に介護支援専門員

等への報告を行うことが望ましい。 

 

 運営規程 入浴設備が他の事業所・施設

等と共用であるが、入浴時間

帯の設定等の共用条件に関す

る記載がない。 

入浴設備を他の事業所等と供用する場合

は、入浴時間帯を設定するなど支障のな

い旨を記載しておくこと。 

【別紙４「通所介護事業所に設置する入

浴設備を他の事業所・施設等と共用する

場合の取扱いについて」参照】 

 

短期入所生

活介護 

短期入所生

活介護計画

の作成 

4 日以上を連続して利用中の

利用者の計画が作成されてい

ない。 

4 日以上連続して利用する場合は、短期入

所生活介護計画を作成すること、その際

には利用者又はその家族に説明を行い、

同意を得た上で、交付すること。 

また、4 日以上連続して利用しない場合で

あっても、定期的に利用している者につ

いては、効果的・効率的なサービス提供

の観点から計画を作成することが望まし

い。 

 

外部サービ

ス利用型特

定施設入居

者生活介護 

サービスの

提供の記録 

サービス提供に関する記録に

ついて、受託居宅サービスと

特定施設サービスが区別され

ず、同一事業所が実施したか

のように記録されていた。 

特定施設事業者は、 

①自ら行う利用者の安否確認、生活相談、

計画作成の方法等を記録するとともに、 

②受託居宅サービス事業者に対し、当該

サービス提供の実施状況を把握するた

め、日時、時間、具体的なサービスの内

容等を文書で報告させること。 

 

  サービス提供実績の記録と請

求内容が異なる。 

訪問介護サービスの実施記録は、受託居

宅サービス事業所から報告を受け、保管

しておくこと。 

 

 特定施設サ

ービス計画

の作成 

計画作成時のサービス担当者

会議に受託居宅サービス事業

所の担当者が出席していな

い。 

計画作成担当者は他の特定施設従業者、

受託居宅サービス事業者と協議の上、計

画の原案を作成すること。 

なお、受託居宅サービス事業者において

も個別サービス計画を作成しておかねば

ならない。 

 

福祉用具貸

与（特定福

祉 用 具 販

売） 

福祉用具貸

与（販売）

計画書の作

成 

平成 24 年度以前の利用者に

係る計画書が作成されていな

い。 

平成24年度以前にサービス提供を開始し

た者も含めサービスを利用中の者につい

て、平成 24 年度中に当該利用者全員分の

福祉用具貸与（販売）計画書を作成する

こと。 

なお、平成 24年 5月 1日以降に新規指定

された事業所は、サービス提供開始まで

に作成すること。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

福祉用具貸

与（特定福

祉 用 具 販

売） 

衛生管理等 福祉用具の保管や消毒等を委

託する場合、委託先の業務内

容を定期的に確認していない

又は確認結果を記録していな

い。 

 

福祉用具の運搬、回収、修理、保管、消

毒等の利用者のサービスの利用に直接影

響しない業務を委託した場合は業務の実

施状況を定期的に確認し記録すること。 

 

小規模多機

能型居宅介

護 

サービスの

提供の記録 

基本報酬や初期加算などの算

定起算日となる登録日につい

て、利用者がサービス利用を

開始した日とせず、契約日と

している。 

 

登録日は、利用者が通い、訪問又は宿泊

のいずれかのサービスを実際に利用開始

した日となる。 

認知症対応

型共同生活

介護 

入退居 利用者の入居時に認知症であ

ることを確認した記録が残さ

れていない。又は、入居後に

認知症の診断を行っている。 

 

入居するまでに、主治の医師の診断書等

により認知症であることを確認するこ

と。また、確認した内容は記録しておく

こと。 

認知症専門ケア加算を算定する場合に

は、日常生活自立度のわかる書類を保管

しておくこと。 

 

 勤務体制の

確保等 

介護職員の勤務体制がユニッ

ト毎に固定されておらず、複

数のユニットを日替わりで勤

務している。 

ユニットケアとは「居宅に近い居住環境

の下で、居宅における生活に近い日常の

生活の中でケアを行うこと、すなわち、

生活単位と介護単位を一致させたケア」

と定義されており、これらユニット単位

のケアを行うためにも、介護職員等はユ

ニット毎に固定することが望ましい。 

 

介護老人福

祉施設 

施設サービ

ス計画の作

成 

介護職員が施設サービス計画

を作成していた。 

施設サービス計画の作成に当たって介護

職員等の従業者の協力を得ることは可能

であるが、介護支援専門員が最終的な責

任をもって作成すること。 

 

  施設サービス計画の更新が行

われていない。 

利用者の要介護認定の更新時、要介護状

態区分の変更時のほか、定期的なモニタ

リングの結果を踏まえ必要に応じて、施

設サービス計画の更新を行うこと。 

 

介護老人保

健施設 

入退所 急な退所希望者に対して退所

させない。 

入退所の検討は内部委員会等で検討する

必要がある場合でも、利用者又はその家

族に対し、できる限り丁寧な対応を行う

こと。 

 

  入所者の優先順位等が不明瞭

である。 

医学的管理の下における介護及び機能訓

練の必要性を勘案し、透明性及び公平性

を確保した取り扱いとすること。 

 

療養型医療

施設 

施設サービ

ス計画の作

成 

施設サービス計画書の同意日

が記載されていない。 

施設サービス計画書に同意日を記載する

欄を追加するなど、同意日を記録するこ

と。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支

援 

指定居宅介

護支援の具

体的取扱方

針 

（アセスメント） 

アセスメントが行われていな

い。 

アセスメントに当たっては、利用者の居

宅を訪問し、利用者及びその家族に面接

して行うこと。 

【運営基準減算】 

 

  要介護認定の更新・区分変更

時において一律にアセスメン

トを実施していない。 

更新・区分変更時のアセスメント未実施

は、運営基準減算の対象とはならないが、

利用者の状態変化がある場合は、適切な

ケアプラン作成のためにアセスメントが

必要である。 

 

  利用者が入院中に病院内でア

セスメントを行い、利用者の

居宅においてアセスメントを

実施していない。 

利用者の住環境等も重要なアセスメント

項目であることから、入院中にアセスメ

ントを行った場合には、退院後の居宅に

おけるアセスメントも実施すること。 

 

 （サービス担当者会議） サービス担当者会議が開催さ

れていない。 

サービス担当者会議の開催により、利用

者の状況等に関する情報をサービス事業

所の担当者と共有するとともに、居宅サ

ービス計画の原案について、各担当者か

ら専門的な見地からの意見を求めるこ

と。 

【運営基準減算】 

 

  同一法人内の複数の事業所に

勤務している従業者が、サー

ビス担当者会議に参加する場

合、どの事業所として参加し

ているのか不明瞭となってい

る。 

サービス担当者会議は、サービス事業所

の担当者から専門的な見地からの意見を

求めるものであり、参加する事業所それ

ぞれの立場で意見する必要があることか

ら、参加者がどの事業所の担当者として

出席しているのか明確にしておくこと。 

 

  サービス担当者会議を開催せ

ず、すべて文書照会で対応し

ていた。 

サービス担当者会議の開催において、や

むを得ない理由（日程調整を行ったが参

加できなかった場合等）がある場合のみ

文書照会が認められているので、必ず日

程調整を行い可能な限り開催すること。 

 

 （モニタリング） 月の初日に、当該月のモニタ

リングを行っている。 

モニタリングが、サービス実施状況の把

握と評価であるという趣旨を考慮し、当

該月のサービス実施を確認することがで

きる適切な時期に実施すること。 

 

  モニタリングの内容を記録し

ていない。 

少なくとも１月に１回モニタリングの結

果を記録すること。 

【運営基準減算】 

 

  月１回の居宅訪問を行ってい

なかった。 

少なくとも１月に１回は利用者の居宅を

訪問し、利用者に面接すること。 

【運営基準減算】 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支

援 

（利用者への説明と同意）  居宅サービス計画の内容につ

いて、利用者又はその家族に

説明し、同意を得ていない。 

利用者又はその家族に対し、居宅サービ

ス計画について説明し、同意を得た上で、

交付すること。 

【運営基準減算】 

 

 (主治の医師等の意見等) 医療系サービスを居宅サービ

スに位置付けているが、主治

医等の意見を求めていない。 

医療系サービスを居宅サービスに位置付

けるときは、主治の医師等の指示を確認

するため、利用者の同意を得て主治の医

師等の意見等を求めること。 

 

 (福祉用具) 福祉用具貸与や販売を居宅サ

ービス計画に位置付けている

が計画に必要な理由が記載さ

れていない。 

必要性について十分に検討せず選定した

場合、利用者の自立支援が大きく阻害さ

れるおそれがあることから、サービス担

当者会議等での検討の過程を別途記録す

る必要がある。 

 

 （一連の業務） 一連の業務が実施されていな

い。 

一連の業務が実施されていない場合、運

営基準減算の対象となる。 

長期間に渡って定常的に必要な業務が行

われていない場合は、行政処分の対象と

なる。 

【運営基準減算】 

 

  居宅サービスの計画の変更時

（一部のサービスが終了する

などサービスの減少）におい

て、一連の業務を実施してい

ない。 

サービスの減少時についても、一連の業

務を実施すること。 

【運営基準減算】 

 

なお、減少するサービス事業所の担当者

に会議への出席を促し、サービス終了に

当たっての留意点等の情報を共有するこ

とが望ましい。 

 

  利用者の態様変化によるサー

ビス提供回数の増があったが

軽微な変更として対応してい

る。 

軽微な変更の要件に該当する場合でも、

利用者の態様変化した結果サービス内容

に変動があった場合には、一連の業務を

行うこと。 

一連の業務を実施していない場合、運営

基準減算に該当することがある。 

【本市ホームページ掲載資料[「介護保険

制度に係る書類・事務手続きの見直し」

に関するご意見への対応について]参照】 

 

 訪問介護に

おける「生

活援助中心

型」の算定 

生活援助中心型の訪問介護を

位置付ける場合、居宅サービ

ス計画書に算定理由等が記載

されていない。 

居宅サービス計画に生活援助中心型の訪

問介護を位置付ける際には、算定理由そ

の他やむを得ない事情の内容等について

記載すること。 

 

 「通院等乗

降介助」の

算定 

居宅サービス計画に通院等乗

降介助が必要な理由等が記載

されていない。 

居宅サービス計画に総合的な援助の一環

として通院等乗降介助が位置付けられて

いる必要があるとともに、必要な理由も

明確に記載すること。 
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 ⑷ 報酬基準 
サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

サービス共通 

（通所系サービス、 

居住系サービス） 

送迎加算 居宅以外に送迎している。 居宅以外への送迎は、介護保険のサービ

スとして認められておらず、加算は算定

できない。また、居宅以外への送迎を有

償で実施する場合は、いわゆる白タク行

為に該当するおそれがあることから、居

宅と事業所の間のみで実施すること。 

 

訪問介護 基本報酬 サービス提供について実績時

間と介護報酬請求の時間が異

なっている。 

計画と異なるサービス提供を行う場合に

は、計画を変更するなど必要な手続を経

た上で、介護報酬を請求すること。 

 

 ２人の訪問

介護員等に

よる訪問介

護 

利用者の同意を得ていること

の確認ができない。 

２人の訪問介護員等により訪問介護を行

うことについて、利用者又はその家族の

同意を得ていることを確認できるよう記

録すること。 

 

 特定事業所

加算 

訪問介護員ごとの研修計画が

作成されていない。 

訪問介護員ごとに個別具体的な研修の目

標、内容、研修期間、実施期間等を定め

た計画を策定すること。 

 

 緊急時訪問

介護加算 

加算の要件となる記録が残さ

れていない。 

「要請のあった時間」「要請の内容」「当

該訪問介護の提供時刻」「緊急時訪問介護

加算の算定対象である旨の内容」等を記

録すること。 

 

 初回加算 サービス提供責任者が初回の

サービス提供の前月に（サー

ビス調整のため）同行訪問し

た場合に算定していた、又は

訪問介護計画の作成前にサー

ビス提供責任者が同行訪問等

した場合に算定していた。 

 

アセスメントのため訪問すること以外

に、新規に訪問介護計画を作成した後に、

サービス提供責任者が同行訪問等を行う

ことが初回加算算定の要件となる。 

訪問看護 准看護師に

よる訪問 

居宅サービス計画で准看護師

が訪問する予定のところ、准

看護師以外が訪問した際に、

100 分の 90 で算定していな

い。 

＜計画＞   ＜実際＞  ＜報酬＞ 

准看護師 → 看護師等  100 分の 90 

看護師等 → 准看護師  100 分の 90 

准看護師 → 予定どおり 100 分の 90 

看護師等 → 予定どおり 減額なし 

 

 緊急時訪問

看護加算 

利用者に対し当該加算を算定

する旨の説明、同意を行って

いなかった。 

利用者に対し加算算定の説明を行い、同

意を得ておくこと。 

 

 

 退院時共同

指導加算 

退院時までに退院時共同指導

の内容を利用者等へ文書提供

できなかったが、加算を算定

している。 

 

退院時共同指導の内容は、退院時までに

文書により利用者等へ提供すること。 

通所介護 基本報酬 サービス提供の実績回数と介

護報酬の請求回数が異なって

いる。 

サービス提供の記録に記載漏れ等がない

ように業務管理を行うこと。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

通所介護 基本報酬 歯科受診の時間をサービス提

供時間に含めている。 

サービス提供時間内は、緊急やむを得な

い場合を除き、医療機関への受診は認め

られない、やむを得ず医療機関を受診し

た場合、サービス提供時間は受診時間を

除いた時間とすること。 

 

  理美容に要した時間をサービ

ス提供時間に含めている。 

理美容に要した時間を除いた時間でサー

ビス提供時間を算定すること。 

 

 入浴介助加

算 

入浴記録の入浴実施回数と入

浴介助加算の回数が異なって

いる。 

入浴を中止した場合には、入浴介助加算

を算定できない。入浴等サービス提供に

係る記録は明確にしておくこと。 

 

  居宅サービス計画に明記され

ていない入浴介助を通所介護

計画に位置付け入浴の提供を

行っている。 

居宅サービス計画を変更した上で、通所

介護計画を変更し、入浴を行うこと。 

適正な手続を経ていない場合は不正請求

となる。 

 

  入浴の記録がない。 入浴を実施した記録がない場合は加算は

算定できない。 

 

 個別機能訓

練加算 

個別機能訓練計画に利用者の

同意が得られた記録が残され

ていない。 

個別機能訓練計画は利用者又はその家族

へ説明し、同意を得ること。通所介護計

画に記載することでも足りるが、その際

にも加算算定までに説明し、同意を得る

こと。 

 

  個別機能訓練に係る記録がな

い。 

個別機能訓練に関する記録（実施時間、

訓練内容、担当者等）を行うこと。 

 

  個別機能訓練に係る評価が行

われていない。 

開始時及びその後３月ごとに１回以上、

利用者又はその家族に個別機能訓練計画

の内容（評価を含む）を説明し、記録す

ること。 

 

 個別機能訓

練加算(Ⅱ) 

機能訓練指導員が、直接、機

能訓練を行っていない利用者

に対して算定している。 

 

理学療法士等から直接訓練の提供を受け

た利用者のみが当該加算の算定対象とな

る。 

  目標設定に、「歩けるようにな

る」ことのみを目的としてい

る。 

 

身体機能そのものの回復を主たる目的と

する訓練ではなく、残存する身体機能を

活用して生活機能の維持・向上を図り、

利用者が居宅において可能な限り自立し

て暮らし続けることを目的として実施す

るものである。 

 

 口腔機能向

上加算 

口腔機能改善管理指導計画の

作成及び同意日より以前に加

算を算定している。 

当該計画を作成し、計画に基づいて行う

口腔機能向上サービスについて加算する

こと。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

通所介護 口腔機能向

上加算 

口腔機能向上サービスの記

録、状態の評価の記録がない。 

実施したサービス提供の記録や、概ね３

月ごとの口腔機能の状態の評価を行った

記録を残すこと。 

 

 同一建物に

関する減算 

通所介護事業所と同一建物の

賃貸住宅等に居住する利用者

にサービス提供する場合に減

算を行っていない。 

 

同一建物に居住又は同一建物から通う利

用者に対してサービス提供を行った場

合、減算を行うこと。 

 

 サービス提

供体制強化

加算 

前年度の介護福祉士の配置割

合が基準を下回っているにも

かかわらず算定している。 

 

常勤換算方法により算出した前年度の平

均を用いること。 

 

 生活機能向

上グループ

活動加算 

グループが構成されておら

ず、利用者１人に対して行っ

ていた。 

複数の利用者からなるグループを作り、

生活機能の向上を目的とした活動を行う

場合に算定すること。 

 

 運動器機能

向上加算 

看護師が人員欠如しているに

もかかわらず加算を請求して

いる。 

 

定員超過利用又は人員基準欠如の場合に

は算定できない。 

  長期目標・短期目標の期間設

定が適切でなく、モニタリン

グが適正に行われていない。 

利用者毎のニーズを実現するため、長期

目標は３月程度で、短期目標は長期目標

を達成するため概ね１月程度で、達成で

きる内容を設定すること。また、モニタ

リングは短期目標に応じて概ね１月ごと

に行うこと。 

 

  計画に長期目標・短期目標が

設定されておらず、利用者ご

との運動器機能向上計画の進

捗状況を定期的に記録し評価

していない。また、計画につ

いて利用者の同意が得られて

いない。 

 

計画は長期目標と短期目標を設定すると

ともに、概ね１月に１回モニタリングを

行うこと。 

計画作成時には、その内容を説明し、利

用者の同意を得ること。 

 栄養改善加

算 

管理栄養士が通所介護事業所

に位置付けられていない。 

 

管理栄養士を配置すること。 

短期入所生

活介護 

緊急短期入

所加算 

緊急利用枠を確保しているこ

とについて掲示がない。 

緊急利用枠の確保について事業所に掲示

し、居宅介護支援事業所や他の事業所と

情報共有に努めること。 

 

外部サービ

ス利用型特

定施設入居

者生活介護 

障害者等支

援加算 

療育手帳又は精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けた者と

同等の症状を有すると診断さ

れたことが確認できない。 

 

医師により診断されたことを確認した記

録を残すこと。 

 訪問介護費 前回提供された訪問介護から

２時間未満の場合、合算して

いない。 

 

訪問介護が２時間未満で実施された場合

は合算すること。 
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サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

特定施設入

居者生活介

護・介護老

人福祉施設 

個別機能訓

練加算 

機能訓練指導員として常勤専

従の理学療法士等が看護職員

を兼務していた。 

 

機能訓練指導員としての常勤専従の理学

療法士等を配置すること。 

  個別機能訓練計画の内容を説

明し記録していない。 

開始時及び３月に１回以上利用者に対し

て個別機能訓練計画の内容を説明し記録

すること。 

 

介護老人福

祉施設 

栄養マネジ

メ ン ト 加

算、経口移

行加算、経

口維持加算 

栄養ケアマネジメント計画、

経口移行計画、経口維持計画

への利用者の同意日が記録さ

れていない。 

各加算では、各計画への利用者の同意が

算定の要件となっており、同意日以降の

加算のみ算定可能となる。同意日が分か

る記録を行うこと。 

介護療養型

医療施設 

退院時情報

提供加算 

退院時に他の病院へ入院した

にもかかわらず算定してい

る。 

 

退院後、他の病院又は診療所に入院する

場合は算定できない。 

 サービス提

供体制強化

加算 

他科受診時の費用算定日にサ

ービス提供体制強化加算を算

定している。 

 

他科受診時には算定できない。 

 

 

居宅介護支

援 

居宅介護支

援費 

担当する利用者の数が一人当

たり４０人を超えている場

合、区分を誤って居宅介護支

援費を請求している。 

・受託した介護予防支援の利用者数…① 

・居宅介護支援の利用者数…② 

・常勤換算法方法で算定した介護支援専

門員の員数で除して得た数…③ 

・（①／２＋②）／③＝④ 

・契約日の古い順に並べ④が 40 未満：居

宅介護支援費(Ⅰ)、40 以上：居宅介護支

援費(Ⅱ)、60 以上：居宅介護支援費(Ⅲ)

を算定する。 

（この場合、当該月の利用者数は給付管

理を行うべき利用者数であり、月遅れ請

求分は含めない。） 

 特定事業所

集中減算 

特定事業所集中減算の届出が

提出されていなかった。 

毎年度２回、定められた判定期間におい

て、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸

与のいずれかのサービスにおいて最も紹

介件数の多い法人の、居宅介護サービス

計画の数に占める割合が 90％を超えてい

る場合には届出を行うこと。 

また、90％を超えない場合でも作成した

書類は 5 年間保管すること。 

 特定事業所

加算 

基準の遵守状況に関する記録

を毎月作成していない。 

毎月末までに基準の遵守状況に関する所

定の記録を作成し、保管すること。 

 

  運営基準減算の対象月に算定

していた。 

運営基準減算又は特定事業所集中減算が

適用される場合は算定できない。 

 

 中山間地域

等に居住す

る者へのサ

ービス提供

加算 

運営規程に定める通常の事業

の実施地域内に居住する利用

者に算定していた。 

中山間地域等へ居住する利用者につい

て、通常の事業の実施地域を越えてサー

ビス提供した場合に算定すること。 

78 / 88



- 15 - 

サービス種類 項  目 確認された事項 指  導  事  項 

居宅介護支

援 

退院・退所

加算 

アセスメントを実施せず、退

院後の居宅サービス計画を作

成している。または退院後に

係る居宅サービス計画を作成

していない。 

 

退院・退所に当たって、医療機関等から

の情報収集を基に、一連の業務を経た上

で居宅サービス計画を作成すること。 

  複数回算定されていたが、複

数回の情報収集を実施する必

要性が乏しく、居宅サービス

計画にも、その情報が反映さ

れていなかった。 

退院・退所に当たって情報収集を行い、

居宅サービス計画を作成し、居宅サービ

ス等の利用に関する調整を行った場合に

算定できるものであり、病院等を訪問す

るだけでは算定が認められない。 

 

 認知症加算 日常生活自立度Ⅱb の利用者

に対して加算を算定してい

る。 

日常生活自立度Ⅲa 以上の利用者につい

て加算を算定すること。 

  最新の医師の判定があるが、

認定調査票の記載により決定

していた。 

 

最新の医師の診断に基づく日常生活自立

度をもとに判断すること。 

 独居高齢者

加算 

ケアハウス入居中の利用者に

対し加算を算定している。 

 

ケアハウスの相談員から情報収集できる

場合には算定できない。 

 

  利用者が独居であることの記

録を行っていない。 

少なくとも月に１回、利用者が単身であ

ることを確認し、その結果を居宅サービ

ス計画等に記載すること。 

 

 小規模多機

能型居宅介

護事業所連

携加算 

介護支援専門員が小規模多機

能型居宅介護支援事業所に出

向き情報提供を行った旨、利

用者が小規模の利用を開始し

たことを確認した旨が記録さ

れていなかった。 

 

算定要件となる、小規模多機能型居宅介

護へ出向き、情報を提供し、小規模の居

宅サービス計画の作成に協力する等につ

いて、その実施の記録を残すこと。 
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変更届の提出について 

 

変更届は、原則として変更後１０日以内に届出をすることとなっています。しかし、以下の場合

は例外的な取り扱いを行っておりますのでご注意ください。 

   

１．変更事由が運営規程の「従業者の職種・員数及び職務の内容」だけの場合 

年１回以上の見直しを行い、運営規定の変更をすればよいものとします。変更後は１０日以内

に届出を行ってください。 

ただし、人員の大幅な増減や、事業所の体制に影響するような職種の変更があった場合などは、

随時、運営規程を変更し、変更後１０日以内に届出を行ってください。 

⑴ 理由 

ア 運営規程上の「従業者の職種・員数及び職務の内容」は事業所の人員体制を定めたもので

あり、現員と一致しない場合があります。 

イ しかし、運営規程の内容は、その時々の事業所の体制を正確に表しておくべきものなので、

運営規程の員数と現員が大きく異なることのないよう、適切な時期に見直す必要があります。 

ウ 施設や事業所においては、頻繁に員数変更が行われることも考えられるため、見直しの時

期を、事業所で定めた時期（年１回）として、変更が必要であれば変更届を１０日以内に提

出してください。 

   

２．変更事由が「事業所の所在地」、「事業所（施設）の建物の構造、専用区画等」の場合 

設備基準を満たしているか確認し、必要に応じて修正の指示を行うことがあるため、移転場所

が決まった時点や改修の図面が出来上がった時点など、本市の指導により修正することが可能な

時点で、一旦本市と事前協議を行ってください。 

  

３．変更事由が通所介護、通所リハビリ、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護等

の「定員変更」である場合（構造の変更、専用区画等の変更を伴わない定員の減を除く。） 

人員基準を満たしているか確認し、必要に応じて修正の指示を行うことがあるため、変更日の

概ね２週間前に本市と事前協議を行ってください。 

 

別紙１ 
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「その他の日常生活費」等の取扱いについて 

 

１ 「その他の日常生活費」の定義 

  利用者、入所者、入居者又は入院患者（以下「利用者等」という。）又はその家族等の自由な選択

に基づき、事業所又は施設が通所サービス及び施設サービスの提供の一環として提供する日常生活上

の便宜に係る経費。 

   

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

  事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」を受領する場合、次の基準を満たしていな

ければならない。 

 ① 「その他の日常生活費」と、保険給付の対象となっているサービスが重複していないこと。 

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分できないあいまいな名目となっておらず、費 

用の内訳が明らかにされていること。 

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて

行われるものであること。 

④ 「その他の日常生活費」として費用を徴収する項目や額が、運営規程や重要事項説明書に規定さ

れていること。 

⑤  事業者又は施設は、「その他の日常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十

分な説明を行い、その同意を得ていること。 

⑥ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行わ

れるべきものであること。 

⑦ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、重要事項として、事業所及び施設の見

やすい場所に掲示されなければならないこと。 

ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合は、 

「実費」という定め方が許されるものであること。 

 

３ サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

  「その他の日常生活費」の具体例としては、次の費用が該当する。 

サービス種類 具体的範囲 留 意 点 

◇通所介護 
 

 

◇介護予防通所介護 
 

 

◇通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
 

 

◇介護予防通所 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

①利用者等の希望によって、身の周り品
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 
〔歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオ
ル等の日用品であって、利用者個人又は
家族等の選択により利用されるもの〕 

※事業者が利用者等に一律に提供し、一律

に費用を徴収することは認められない。 

〔共用の石鹸、シャンプー等〕 

 

 

②利用者等の希望によって、教養娯楽と
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 
〔利用者等が希望によって参加するク
ラブ活動（習字、お花、絵画、陶芸等）
や行事に係る材料費費〕 

※すべての利用者に一律に提供される教

養娯楽に係る費用を徴収することは認め

られない。 

〔共用の談話室等にあるテレビやカラオ

ケ設備の使用料等〕 

 

※作業療法等機能訓練の一環としてサー

ビス計画に位置付けられ行われるクラブ

活動や利用者が全員参加する定例行事に

おける材料費等は徴収することは認めら

れない。 

別紙２ 
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サービス種類 具体的範囲 留 意 点 

◇短期入所生活介護 
 

 

◇短期入所療養介護 
 

 

◇介護予防短期入所
生活介護 

 

 

◇介護予防短期入所
療養介護 

①利用者等の希望によって、身の周り品
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 
〔歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオ
ル等の日用品であって、利用者個人又は
家族等の選択により利用されるもの〕 

※事業者が利用者等に一律に提供し、一律

に費用を徴収することは認められない。 

〔共用の石鹸、シャンプー等〕 

 

※日用品セット（注）の提供については、

次の点に留意すること。 

①セットの内容及び金額を明確にするこ

と。 

②利用者等又は家族の選択により提供す

ること。（日用品セットを利用しないとい

う選択が可能であること。） 

③日用品セットの内容を必要に応じ見直

すこと。 

②利用者等の希望によって、教養娯楽と
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 
〔利用者等が希望によって参加するク
ラブ活動（習字、お花、絵画、陶芸等）
や行事に係る材料費費〕 

※すべての利用者等に一律に提供される

教養娯楽に係る費用を徴収することは認

められない。 

〔共用の談話室等にあるテレビやカラオ

ケ設備の使用料等〕 

◇特定施設入居者 
生活介護 

 

 

◇介護予防特定施設
入居者生活介護 

①利用者等の希望によって、身の周り品
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 
〔歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオ
ル等の日用品であって、利用者個人又は
家族等の選択により利用されるもの〕 

※事業者が利用者等に一律に提供し、一律

に費用を徴収することは認められない。 

〔共用の石鹸、シャンプー等〕 

 

※日用品セット（注）の提供については、

次の点に留意すること。 

①セットの内容及び金額を明確にするこ

と。 

②利用者等又は家族の選択により提供す

ること。（日用品セットを利用しないとい

う選択が可能であること。） 

③日用品セットの内容を必要に応じ見直

すこと。 

◇介護福祉施設 
 

◇介護保健施設 
 

◇介護療養型医療 
施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①利用者等の希望によって、身の周り 
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 
 

〔歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオ
ル等の日用品であって、利用者個人又は
家族等の選択により利用されるもの〕 

※事業者が利用者等に一律に提供し、一律

に費用を徴収することは認められない。 

〔共用の石鹸、シャンプー等〕 

 

※日用品セット（注）の提供については、

次の点に留意すること。 

①セットの内容及び金額を明確にするこ

と。 

②利用者等又は家族の選択により提供す

ること。（日用品セットを利用しないとい

う選択が可能であること。） 

③日用品セットの内容を必要に応じ見直

すこと。 

②利用者等の希望によって、教養娯楽と
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 
〔利用者等が希望によって参加するク
ラブ活動（習字、お花、絵画、陶芸等）
や行事に係る材料費費〕 

※すべての利用者等に一律に提供される

教養娯楽に係る費用を徴収することは認

められない。 

〔共用の談話室等にあるテレビやカラオ

ケ設備の使用料等〕 

③健康管理費（インフルエンザ予防接種
に係る費用等） 
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サービス種類 具体的範囲 留 意 点 

 

 

 

 

 

④預り金の出納管理に係る費用 
 

 

※次の点に留意すること。 

①責任者及び補助者を選定し、印鑑と通帳

を別々に保管すること。 

②適切な管理が行われていることが 

複数の者により常に確認できる体制で出

納管理を行うこと。 

③利用者等との保管依頼書（契約書）、個

人別出納台帳等必要な書類を備え、適正な

出納管理が行われること。 

④出納管理に係る費用の積算根拠を明確

にし、適切な額を定めること。 

⑤私物の洗濯代 

※介護老人福祉施設は、徴収することがで

きない。 

（利用者等の希望により、個別に外部のク

リーニング店に取り次ぐ場合のクリーニ

ング代はサービス提供とは関係ない費用

として徴収できる。） 

（注）歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品の日用品を個々に提供するのではなく、数種類ごとにまとめて

提供する方式をいう。 

 

４ サービス提供とは関係のない費用 
   事業者又は施設により行われる便宜の提供であっても、サービス提供と関係のないものについて

は、「その他日常生活費」とは区分される費用である。具体例としては、次の費用が該当する。 

サービス種類 具    体    例   

◇通所介護 
◇介護予防通所介護 
◇通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
◇介護予防通所 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

○ 個人の嗜好に基づくいわゆる｢贅沢品｣の購入費用 

○ 利用者等個人のために単に立て替え払いする費用 

○ 個人専用の家電製品の電気代 

利用者の趣味的活動などサービス提供の範囲を超えるクラブ活動や行事に係

る費用  

◇短期入所生活介護 
◇短期入所療養介護 
◇介護予防短期入所

生活介護 
◇介護予防短期入所

療養介護 

○ 個人の嗜好に基づくいわゆる｢贅沢品｣の購入費用 

○ 利用者等個人のために単に立て替え払いする費用 

○ 個人専用の家電製品の電気代 

○ 個人の希望により購入する新聞、雑誌等の代金 

○ 利用者の趣味的活動などサービス提供の範囲を超えるクラブ活動や行事に係

る費用 

○ 利用者等の希望により外部のクリーニング店に取り次ぐ場合のクリーニ 

ング代 

○ 私物の洗濯代 

  （介護老人福祉施設併設の（介護予防）短期入所生活介護を除く。） 

◇特定施設入居者 
生活介護 
 

 

 

◇介護予防特定施設

入居者生活介護 

○ 介護サービス以外の費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料 

○ 個別的な選択による介護サービス利用料 

〔個別的な外出介助、個別的な買い物等代行、標準的な回数を超えた入浴を

行った場合の介助〕 

◇介護福祉施設 
 

◇介護保健施設 
 

◇介護療養型医療 

○ 個人の嗜好に基づくいわゆる｢贅沢品｣の購入費用 

○ 利用者等個人のために単に立て替え払いする費用 

○ 個人専用の家電製品の電気代 

○ 個人の希望により購入する新聞、雑誌等の代金 

《運営基準等に係るＱ＆Ａについて（平成 13 年 3 月 28 日事務連絡）》 

問７）【特定施設入居者生活介護の利用料の徴収について】 

   特定施設入居者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受

領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。 

答）（省略）例えば，家賃相当費，日用品費，教養娯楽費，行事関係費（機

能訓練又は健康管理の一環として行われるものは除く。）健康管理費（定

期健康診断費は除く。），私物の洗濯代等については，これらに要する費

用を別途の料金として受領できるものである。 
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サービス種類 具    体    例   

施設 ○ 利用者の趣味的活動などサービス提供の範囲を超えるクラブ活動や行事に係

る費用 

○ 利用者等の希望により外部のクリーニング店に取り次ぐ場合のクリーニ 

ング代 

 

 

 ５ 参考（基準（厚生労働省令）における「利用料等の受領」に関する項目） 

サービス種類 徴収可能な利用料の具体例（項目） 

◇通所介護 

◇通所リハビリテーション 

◇介護予防通所介護 

◇介護予防通所リハビリテ

ーション 

 

○ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用

者に対して行う送迎に要する費用 

○ 通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るも

のの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に

係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用（介護予防サービスは不

可） 

○ 食事の提供に要する費用 

○ おむつ代 

○ その他の日常生活費 

 

◇短期入所生活介護 

◇短期入所療養介護 

◇介護予防短期入所生活介

護 

◇介護予防短期入所療養介

護 

 

○ 食事の提供に要する費用 

○ 滞在に要する費用 

○ 利用者が選定する特別な居室の提供に必要となる費用 

○ 利用者が選定する特別な食事の提供に必要となる費用 

○ 送迎に要する費用 

○ 理美容代 

○ その他の日常生活費 

 

◇特定施設入居者生活介護 

◇介護予防特定施設入居者

生活介護 

 

○ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要す

る費用 

○ おむつ代 

○ その他の日常生活費 

 

◇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 

 

○ 食事の提供に要する費用 

○ 居住に要する費用 

○ 入所者が選定する特別な居室の提供に必要となる費用 

○ 入所者が選定する特別な食事の提供に必要となる費用 

○ 理美容代 

○ その他の日常生活費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《根拠規定》 

 

□指定居宅サービス事業所の人員，設備及び運営に関する基準（平成 11年 3月 31日厚生省令第 37号） 

□指定介護予防サービス等の人員，設備及び運営に関する基準（平成 18年 3月 14日厚生労働省令第 35号） 

□広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成 24年 12月 18日広島市条例第 60号） 

 

□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） 

□介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成 12年 11月 16日老振第 75号・老健第 122号） 

□特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について 

                            （平成 12年 3月 30日老企第 52号） 
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通所介護における外出サービスについて 

 

１ 概要 

  通所介護事業では、事業所内でサービスを提供することが原則ですが、次に掲げる条件を満

たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができます。 

 イ）あらかじめ通所介護計画に位置づけられていること 

 ロ）効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。(H12 老企 25 号 第 3 の六 3(2)) 

  外出サービスを実施する場合は、次のことに留意してください。 

 

２ 要件 

要件 解釈 

○ 必要とされる書類 

 「通所介護計画書」 

 《記載内容》以下の内容が含

まれること。 

イ）あらかじめ通所介護計画に

位置づけられていること 

ロ）効果的な機能訓練等のサー

ビスが提供できること。 

○ 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

まえて機能訓練の目標、当該目標を達成するために必要とさ

れる屋外でのサービスの内容を記載した通所介護計画を利用

者ごとに作成していること。(年間計画は必須ではない) 

 

○ 計画上、屋外でのサービスの必要性や外出先としてなぜそ

の場所でならないのか、どのような効果が期待できるか等に

ついて、事業所において、具体的かつ合理的に説明できるよ

うにしておくこと。 

 

○ 外出サービスの際の注意 

⑴ 送迎車両で利用者の自宅か

らの直行直帰は不可。 

⑵ 事業所で利用者の健康状態

を確認した上で、外出の可否

を判断 

⑶ 日帰り旅行、通常の利用者

以外を対象とする行事等は保

険外サービスとする。 

○ 通所介護の送迎は自家用輸送とされているため、送迎車両

で事業所と居宅以外の送迎を行う場合は、道路運送法に抵触

しないかの確認を運輸局に行うこと。 

 

○ 事業所で健康状態を確認のうえ、外出の可否を判断するこ

と。 

 

〇 外出サービスのみを実施する場合(日帰り旅行)や、機能訓

練等と関係のない「行事」としての外出、通常の利用者以外

も対象とする外出は、原則として、保険外サービスとするこ

と。 

 

〇 事業者が保険対象と考える「日帰り旅行」がある場合は、

保険者（本市）と個別に協議を行い、協議の内容を記録とし

て残しておくこと。 

 

〇 事業所外で賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を

速やかに行うことができるよう、損害賠償保険への加入条件

等を確認しておくこと。 

 

〇 人員配置 

 単位ごとに人員基準を満たす

こと。 

〇 外出した高齢者を担当する職員と居残った高齢者を担当す

る職員をあわせて人員基準を満たすこととしてよい。 

  ただし、人員が手薄になり、外出先で目が届かないなどで

利用者の安全確保に支障がないよう十分留意すること。 

 

 

別紙３ 
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通所介護等事業所に設置する入浴設備を他の事業所・施設等と共用する場合の取扱いについて 

 

H23.8.29 介護保険課 

 

通所介護，通所リハビリテーション，認知症対応型通所介護及び認知症対応型介護予防

通所介護（以下「通所介護等」）事業所に設置の入浴設備をその他事業所等と共用する場合

の取扱いについて，次の条件をすべて満たした場合，通所介護等事業所のサービス提供時

間内であっても共用を認めることとする。  

ただし，共用条件を満たしたうえで共用する場合であっても，共用の入浴設備において

提供された入浴介助サービスに対する入浴介助加算は算定できない。  

 

１ 共用条件 

①通所介護等利用者とその他事業所等の利用者との入浴時間帯を分けること。また，そ

の際には通所介護等利用者の入浴の妨げにならないよう入浴時間帯の設定等について，

配慮すること。  

②入浴介助も通所介護等事業所とその他事業所等のそれぞれの職員が行うこと。  

③通所介護等利用者とその他事業所等の利用者の入浴時間帯について，事前に設定・周

知すること。  

④実際の入浴時間についても，入浴の都度，利用者毎に記録をとること。  

⑤入浴設備が他の事業所・施設等と共用であること及び入浴時間帯の設定等の共用条件

を満たしている旨を運営規程に記載すること。  

 

２ 留意事項 

①入浴設備の共用開始にあたり，運営規程に必要事項を記載した場合には，変更届の提

出を行うこと。  

②その他事業所等の設備基準等で入浴設備の共用が認められていない場合は，共用不可

とする。  

③現在，現に入浴設備を共用し，入浴介助加算を算定している場合，介護保険法に係る

指定等基準の条例の施行日以降は算定を認めない。条例施行日以降も入浴介助加算を

算定していた場合，条例施行日まで遡及して報酬の返還を行う。  

④これに伴い，入浴サービスを提供しないこととする場合には，事前に利用者に対し，

十分な説明を行うこと。  

 

これまで，広島県では，通所介護等事業所のサービス提供時間中の入浴設備の共用を認

めていませんでしたが，１の共用条件を満たすことにより，通所介護等事業所のサービス

提供時間中であっても，入浴設備の共用を認めることとします。  

ただし，これに伴い，添付 Q&A の内容について，厚生労働省に確認したところ，サー

ビス提供時間に関わらず，入浴設備を他施設等と共用している場合，入浴介助加算の算定

はできない旨，回答を得ました。留意事項の③のとおり，入浴設備を共用している場合に

は，今後，入浴介助加算の算定は認められなくなりますので，条例施行日(来年 6 月頃を予

定)までに，必要がある場合には，利用者さまへの十分な説明を行っていただけますよう，

よろしくお願いします。  

また，上記の要件を満たす場合に，入浴介助加算の算定を可とします。  

 

削
除 

削
除 

追加  

削
除 

別紙４  

出典：平成２３年度通所介護事業所等集団指導研修(H23.9.29～30 開催)資料  

３－１１ 通所介護事業所に設置する入浴設備を他の事業所・施設等と共有する場合

の取扱いについて  
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通所介護における無料（低額）利用について 

 

１ 概要 

  サービス利用に抵抗や不安のある利用者が通所介護事業所を選択するに当たり、通所介護サ

ービス(食事、入浴、機能訓練等)を無料(低額)で体験する（介護保険外サービス）ことについ

て、次の要件を満たしている場合であって、保険者が認める場合においては認めるものとしま

す。 

 

２ 要件及び根拠規定等 

要件 根拠規定等 

⑴ 利用者に、無料（低額）利用事業が指定通所介護の事業とは別の

事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービ

スであることを説明し、理解を得ること。 
 
⑵ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が指定通所介護事業所の運

営規程とは別に定められていること。 
 
⑶ 会計が、指定通所介護の事業の会計と区分されていること。 
 
⑷ 利用者間の公平の観点から、介護保険外サービスに係る費用を介

護保険サービス費用に転嫁しないこと。 

 

○老企第 25 号 

 第 3 の一の 3(10)② 

(介護保険外サービス) 

(不合理な差額を設け

てはならない) 

⑸ 介護保険の運営基準を満たした上で、なお余力がある場合に、介

護保険サービスの提供に支障のない範囲で事業を実施すること。 
 
⑹ 人員配置等において、要介護者等に対するサービスの水準を確保

する必要があるため、当該事業の利用者を含め、利用定員を超えて

サービスの提供を行ってはならないこと。 
 
⑺ これらの要件を満たさない場合には、運営基準違反となること。 
 

○「要介護者等以外の

自費負担によるサービ

スの利用について」

(平成 12年 1 月 21 日

事務連絡) 

【注意事項】 

 本来、要介護者等が契約後ケアプランに沿って介護保険サービスと

して利用すべき内容を例外的に認めるものであるため、次の点に留意

すること。 

⑴ 継続・反復利用をしないこと。 
 
⑵ 介護保険の契約後も無料(定額)で利用する場合は、不当な割引を

行っているものとみなし、指導の対象となる。 
 
⑶ ケアプラン、通所介護計画を作成する必要がないことから、利用

者の状態の把握が不明なままのサービスとなることが想定されるた

め、事故等がないよう十分配慮をすること。 
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