
介護保険法及び各種基準の遵守について 
 

（１）各種変更届 

ア）介護給付費算定関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ サービス提供体制強化加算に係る職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前

年度（３月を除く。）の平均を用いる。 

 ただし、平成 21年度においてはすべての事業所及び平成 22年度以降においては前年度の実績が６ヵ

月に満たない事業所の場合、届出日の属する月の前３ヵ月について、常勤換算方法により算出した平均

を用いる。そして、届出月以降も毎月所定の割合を記録し、下回った場合は届出を要する。 

  

サービス種類 必 要 書 類 

全サービス共通 

①変更届出書 

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

④運営規定・重要事項説明書（変更がある場合） 

⑤各種資格・研修要件に関する修了証書 等 

認知症対応型通所介護 

①サービス提供体制強化加算に関する届出書 

②サービス提供体制強化加算に関する確認書 

③勤務形態一覧表 

小規模多機能型居宅介護 

①サービス提供体制強化加算に関する届出書 

②サービス提供体制強化加算に関する確認書 

③勤務形態一覧表 

認知症対応型共同生活介護 

①サービス提供体制強化加算に関する届出書 

②サービス提供体制強化加算に関する確認書 

③認知症専門ケア加算に係る確認書 

④勤務形態一覧表 

地域密着型 
特定施設入居者生活介護 

①夜勤看護体制加算に係る届出書 

②勤務形態一覧表 

地域密着型 
介護老人福祉施設 

①栄養マネジメントに関する届出書 

②サービス提供体制強化加算及び日常生活継続支援加算に関

する届出書 

③サービス提供体制強化加算に関する確認書 

④日常生活継続支援加算に係る確認書 

⑤看護体制加算に係る届出書 

⑥看取り介護体制に係る届出書 

⑦認知症専門ケア加算に係る確認書 

⑧夜勤職員配置加算に係る確認書 

⑨勤務形態一覧表 
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イ）介護給付費算定関係以外 

①変更届出書 

②運営規定・重要事項説明書（変更がある場合） 

③各種資格・研修要件に関する修了証書等 

（詳細は別紙「変更届出書の主な添付書類」参照） 

 

※ 変更があったときから１０日以内に届出が必要。 

※ 運営規定における「文言の変更」等軽微な変更については、届出は不要。 

 

 

(２)事業の休止・廃止の届出 

介護保険法改正に伴い、事業の休止・廃止が事後届出制から事前届出制になってい

ます。また、介護保険法に基づき、事業の休止・廃止時又は指定辞退時の利用者に対して、

事業者には継続的なサービス提供のための便宜提供が義務付けられています。（他事業所の

紹介や介護支援専門員・他事業者との連絡調整等） 

 

改正前：休止・廃止後10日以内に届出 

改正後：休止・廃止予定日の１月前までに届出 

 

 

(３)認知症介護等研修（管理者研修） 

八戸市では、青森県が実施する管理者研修が年１回しかないことを考慮し、認知症

介護実践者研修受講済であれば、直近の管理者研修受講を前提として、例外的に管理

者となることを可としています（地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設

を除く）。しかし、これは人員基準に抵触していることに変わりはないので、標記研修

を未受講のまま平成 18年度以降に管理者に就任した方は、受講申込を要します。研修

受講申込の確認が取れない場合は人員基準違反とします。なお、この取扱は例外的な

ものであることから、毎年のように管理者が変更となり、研修未受講者が管理者にな

ることは不適切です。 

 

・（介護予防）認知症対応型通所介護事業所 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 

    届出が毎月１５日以前になされた場合 → 翌月から算定可 
      届出が毎月１６日以降になされた場合 → 翌々月から算定可 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用含む） 

・地域密着型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 

    届出が受理された日が属する月の翌月から算定可 
    届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定可 

提出〆切  
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(４)事故報告 

事故等が発生した場合は、事故報告書・対応終了報告書（又は終息報告書）の提出

を忘れずに行ってください。 

 

 

(５)運営推進会議 

○平成 22年 4月 30 日付け青高保第 232 号で青森県健康福祉部長から通知された「「青

森県地域密着型サービス外部評価実施要領」の一部改正について」で示されたように、

外部評価の隔年実施を適用するためには、運営推進会議に市町村職員等が毎回必ず出

席していることが要件とされました。過去に外部評価を５年間継続して実施している

事業所については、今年度から市町村職員等が毎回出席することとしています。 

○運営推進会議報告書は会議終了後１か月以内に提出してください。 

（FAX による提出可、会議資料提出は任意） 

 

 

(６)自己評価・外部評価 

評価確定後、「自己評価・外部評価等結果提出届」様式を用いて①自己評価、②外部

評価、③目標達成計画を添付し、速やかに提出してください。 

 

 

(７)外部評価・情報公表制度に対する市町村の関係 

<情報公表制度の根拠規定> 

介護保険法 第 115 条の 35 第１項 

介護サービス事業者は、・・（略）・・その提供する介護サービスに係る介護サービス情

報を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事

に報告しなければならない。 

介護保険法 第 115 条の 35 第２項 

都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした介護サービ

ス事業者に対し、・・（略）・・調査を行うものとする。 

介護保険法 第 115 条の 35 第３項 

都道府県知事は、前項の規定による調査が終了した後、・・（略）・・公表しなければな

らない。 

 

<自己評価・外部評価の根拠規定> 

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 第 97 条第７項 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生

活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの

結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 第３ ４(４)④ 

同条（基準第 97 条）第７項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、各都道府県

の定める基準に基づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関

の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な評価を行い、常に
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となっているが、休憩時間をいくらでも多く設定できるとすれば、実質的に夜勤体制を取って
いるとは言えないという観点から、夜勤の勤務時間帯における休憩時間の上限を設定。 

その提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の改善を図らなければならないこと

を規定したものである。 

※小規模多機能型居宅介護も同様の規定あり。 

 

<指導・監査の根拠規定> 

介護保険法 第 78 条の７第１項 

市長村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、

指定地域密着型サービス事業者・・（略）・・に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提出を命じ、・・（略）・・出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、・・

（略）・・立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る。 

 

上記のとおり、外部評価や情報公表制度と指導・監査で実施主体が異なっています。従って、

市町村で外部評価や情報公表制度の実施方法や料金について決定しているものではありませ

ん。また、青森県や指定調査機関から市町村に対して調査項目、調査内容、作成方法に関す

る情報提供もなされておりません。 

 

 

(８)八戸市独自の人員基準（認知症対応型共同生活介護） 

 ア）夜勤体制について 

  ○国の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○八戸市の独自基準 

 

 

 

 

 

 

イ）夜勤における休憩時間の設定について 

○国の基準 

 

 

 

基準第 90 条第 1項において「当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深
夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く）を行わ
せるために必要な数以上」と規定。 
しかし、解釈通知においては、「夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者（夜勤職員）は、

利用者の処遇に支障がない場合は、併設されている他の共同生活住居の職務に従事するこ
とができるが、同時に職務に従事することができるのは、最大でも２つの共同生活住居に
限られる」とされており、 

１ユニット → 夜勤者１人 
２ユニット → 夜勤者１人   で可 
３ユニット → 夜勤者２人

基準どおり、ユニットごとに夜勤者を配置し、以下のとおり規定。 
１ユニット  → 夜勤者１名以上（宿直は不可） 
２ユニット → 夜勤者２名以上（夜勤１＋宿直１は不可） 
３ユニット → 夜勤者３名以上（夜勤２＋宿直１または夜勤１＋宿直２は不可） 

労働基準法では、勤務時間が６時間で４５分以上、８時間で１時間以上の休憩時間を設
定することは義務付けているが、休憩時間の上限はない。 

となっているが、複数ユニットの夜勤者の負担が大きいと判断。 
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○八戸市の独自基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）非常勤の計画作成担当者の勤務時間について 

○国の基準 

 

 

 

 

   

○八戸市の独自基準  

 

 

 

 

 

(９)認知症の確認（認知症対応型通所介護） 

 

平成 22年 7 月 30 日付け 介護保険 新情報 Vol.155（厚生労働省老健局振興課） 

「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 

 

「介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート（「早期に対応が可能なもの」

に関する対応）」 Ⅵ その他 （14）認知症対応型通所介護の利用者について 

 

認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の画一的な取り扱いで確

認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント

等において、当該利用者にとっての認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用

目的を十分に検討・確認されたい。 

 

当市では、認知症対応型通所介護事業者は情報提供を受けられないことから、利用に当たっ

て主治医の診断書等を求める方法のほかに、情報提供で主治医意見書を入手できる担当ケアマ

ネージャーが作成する「指定認知症対応型通所介護の利用のための情報提供書」で認知症確認

の根拠書類としてきました。 

６時間以上８時間未満の場合  → 休憩１時間 
８時間以上１４時間未満の場合 → 休憩１時間４５分 

１４時間以上１６時間未満の場合 → 休憩２時間 
１６時間以上の場合       → 休憩２時間４５分 

労働基準法で定める休憩時間 ≦ 各ＧＨが設定する休憩時間 ≦ 八戸市基準 

・計画作成担当者の常勤・非常勤は問わない。 
・非常勤の場合は、「利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要（平

成１８年５月２日付け厚生労働省事務連絡より）」 

非常勤
．．．

の計画作成担当者を配置する場合は、週３０時間以上の勤務時間
．．．．．．．．．．．．

を確保すること 

で夜勤者の休憩時間を設定すること。 

とされているのみで、具体的な時間数は定められていない。 
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しかしながら、主治医意見書における認知症高齢者の日常生活自立度が「自立」の場合には、

別途医師の診断書を入手することなり、費用負担がかかることから、ケアマネージャ―が医師

から聞き取りして認知症があると確認し、サービス担当者会議で必要性・利用目的を検討・確

認した場合には、「指定認知症対応型通所介護の利用のための情報提供書」とサービス担当者会

議の記録等と併せることにより認知症の根拠書類として認め、利用を可能とします。 
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人員・設備・運営基準  

介護保険法 第 78 条の４第１項 

指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定

める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する

従業者を有しなければならない。 

介護保険法 第 78 条の４第２項 

前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する

基準は、厚生労働大臣が定める。 

介護保険法 第 78 条の４第 7 項 

指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又

はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければ

ならない。 

 

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 第１条 

指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法第78条の４第１項の基準及び員数並

びに同条第２項の指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準につい

ては、この省令の定めるところによる。 

 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 第１-１ 

基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な 低限度

の基準を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営

の向上に努めなければならないこと。 

 

 

 

<基準・解釈通知等> 

○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 

（平成 18年 3月 14日 厚生労働省令第 34号） 

○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 

（平成 18年 3月 31日 老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号） 

○「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に

規定する研修について 

（平成 18年 3月 31日 老計発第 0331006 号・老振発第 0331006 号・老老発第 0331019 号） 

○営利法人運営の事業所用 指導・監査様式 （八戸市 HPに掲出） 
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介 護 報 酬 基 準  

介護保険法 第 42 条の２第 2 項 

指定地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

 Ⅰ 夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護 ・・（略）・・ 

 ２ 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・・（略）・・ 

 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

介護保険法第 42条の２第２項の規定に基づき、指定地域密着型サービスに要する費用

の額の算定に関する基準を次にように定め、平成 18 年 4月 1 日から適用する。 ・・

（略）・・ 

 

 

 

<基準・解釈通知等> 

○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成 18年 3月 14日 厚生労働省告示第 126 号） 

○指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成 18年 3月 14日 厚生労働省告示第 128 号） 

○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成 18年 3月 31日 老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号） 

○各種加算等自己点検シート  （八戸市 HPに掲出） 

○報酬加算・減算適用要件等一覧  （八戸市 HPに掲出） 

○介護サービス関係 Q＆A 集  （八戸市 HPに掲出） 
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指導・監査 

   サービスの質の確保と向上、尊厳の保持、高齢者虐待防止、適正な介護報酬請求の観点

から事業所において、関係書類を基に実地に指導を行うものです。実地指導の際に著し

い人員基準違反が認められる、報酬請求が不正かつ悪質と認められる等の場合は監査へ

変更します。 

 

 

 

＜人員・設備・運営基準に関する指摘事項> 

・サービス担当者会議の参加状況が不明確である。 

・介護計画の説明、同意、交付を行っていない場合がある。 

・計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画の説明、同意、交付を行っていない。 

・介護計画において利用者ごとに「多様な活動」や「具体的なサービス内容」が記載されて

いない。 

・介護計画に計画作成担当者名及び計画作成年月日の記載がない。 

・運営規定と重要事項説明書が整合していない。（通常の事業の実施地域、職員体制、休業日、

サービス提供時間） 

・運営規定の掲示が行われていない。改正前の運営規定の掲示を行っている。 

・非常災害に関する具体的計画、関係機関への通報及び連絡体制が整備されていない。 

・従業者の勤務体制が不明確。（職種、常勤・非常勤の別、兼務関係が不明確） 

・「夜間及び深夜の時間帯（利用者の活動時間帯以外の時間帯）」を定めていない又は不適切

な時間帯で設定している。 

・個人情報（写真）の掲示や利用について同意を得ていない。 

・記録の月日誤り、修正液や修正テープでの修正、鉛筆書きでの記載。 

・パンフレットの利用料金が記載不足、不適切な用語（痴呆）を使用。 

・身体拘束に関する記録が不十分。（切迫性、非代替性、一時性の要件が十分に検討されてい

ない） 

・褥瘡の発生を予防するための体制が不十分。 

・運営推進会議に報告するサービス提供回数等が不十分。（小規模多機能型居宅介護） 

・訪問、通い及び宿泊サービスそれぞれの営業時間を定めていない。（小規模多機能型居宅介

護） 

・宿直者の勤務状況が勤務表上不明、宿直者との連絡体制が不明。（小規模多機能型居宅介護） 
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<介護報酬基準に関する指摘事項> 

・サービス提供体制強化加算の算定根拠を示す割合が記録されていない。 

・算定上限を超えて初期加算を算定している。 

・常勤専従の職員配置を要件とする加算にもかかわらず、「専従」で勤務していない。 

・常勤かつ特定の資格を有する者の職員配置を要件とする加算にもかかわらず、勤務実績が

ない。 

・「重度化した場合に係る指針」を定め、入居の際に説明し同意を得ることが加算算定の要件

とされているにもかかわらず、同意を得ていない。 

・利用者の同意を得て医療機関等に情報提供することが加算算定の要件とされているにもか

かわらず、同意を得ていない。 

・入浴していないにもかかわらず入浴介助加算を算定している。 

・短期利用の開始に当たって、あらかじめ 30 日以内の利用期間を定めていない。（認知症対

応型共同生活介護） 

・外泊中でサービス提供していないにもかかわらず介護報酬を算定している。 

・認知症確認前にサービスを利用している。（認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活

介護（短期利用含む）） 

・認知症を確認できる根拠書類がない。（認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護

（短期利用含む）） 

・日割りでの算定日数が登録日数より多い。（小規模多機能型居宅介護） 

・死亡日以降も介護報酬を算定している。（小規模多機能型居宅介護） 

・利用開始日からではなく、登録日から算定している。（小規模多機能型居宅介護） 

・認知症加算の算定で定められた日常生活自立度ランクに該当していないにも関わらず当該

加算を算定している。（小規模多機能型居宅介護） 
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トップ  >  サービス・手続  > 健康・福祉  > 介護保険  > 変更・再開・廃止・休止・辞退届出様式  

変更・再開・廃止・休止・辞退届出様式   

   指定地域密着型サービス事業者は介護保険法で定めるところにより以下の場合に届出が必要になります。 

  

  

※介護保険法に基づき、事業の休止・廃止時又は指定辞退時の利用者に対して、事業者には継続的なサー

ビス提供のための便宜提供が義務付けられています。（他事業所の紹介や介護支援専門員・他事業者との連

絡調整等） 

Eメールによる問い合わせ 

この組織からさがす:  市民健康部/介護保険課  

登録日: 2010年2月5日 / 更新日: 2010年2月8日  

届出事由 期限 様式名 

 変更  変更後10日以内

 変更届出書 [42KB docファイル]

  （主な添付書類） [12KB pdfファ

イル]    

 再開  再開後10日以内  廃止・休止・再開届出書 [35KB doc

ファイル]   廃止・休止 ※

 廃止・休止・辞退する日の1月前まで
 辞退 ※ 

   (地域密着型介護老人福祉施

設に限る) 

 指定辞退届出書 [29KB docファイ

ル]  

Copyright   City of HACHINOHE. All Rights Reserved. 

1/1 ページ変更・再開・廃止・休止・辞退届出様式 - 八戸市

2010/08/18http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,29024,48,126,html
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