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＊法
介護保険法
＊基準省令
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
（平成 11 年３月 31 日 厚生省令第 38 号）
＊解釈通知
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
（平成 11 年７月 29 日 老企第 22 号）
＊条例
長岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
（平成 30 年３月 30 日条例第５号）
＊解釈基準
長岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
（平成 30 年９月３日公告第 211 号）

※ 本冊子に記載の内容は概略ですので、実際に各制度の運用又は
適用の際は、関係法令原文や通知原文などで条件等を確認して
ください。
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１ 指導・監査について
指導・監査について
【集 団 指 導】
○ 指定事務の制度説明
○ 改正介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進
○ 介護報酬請求に係る過誤・不正防止の観点から適正な請求事務指導

制度管理の適正化

【実 地 指 導】
◆運営指導
○ 利用者のニーズに応じたケアプランの作成
○ 一連のケアマネジメントプロセスの理解
○ 運営基準等の遵守
◆報酬請求指導
○ 各種加算の算定要件に基づいたサービス提供の確保

よりよいケアの実現

【監 査】
各種情報により指定基準違反や不正が疑われる場合に実施
○ 通報・苦情・相談等に基づく情報
○ 国保連、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情や通報
○ 介護給付費適正化システムの分析情報

【勧 告】
期限を定めて基準を遵守すべきことを勧告することができる。
従わないときは、その旨を《公表》することができる。

－１－

聴聞・弁解の機会を付与

【命

令】
（行政処分）

正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、
勧告に係る措置をとるべきことを命令できる。
命令をした場合は、その旨を《公示》しなければならない。
聴聞・弁解の機会を付与

【指定の効力全部又は一部停止】（行政処分）
不正な運営に対し、緊急的に不適正な介護報酬の請求を停止させるなど指定
の全部又は一部の効力停止を行うことができる。
【指定取消し】（行政処分）
不正な運営に対し指定を取り消すことができる。

介護保険給付の適正化
（不適切な運営、不正請求への対応）

【経済上の措置】
実地指導で不正が認められた場合

過誤調整

監査で認められた場合
改善勧告に至らない場合

過誤調整

監査で勧告を受けた場合

返還金（法第 22 条）

監査で命令、指定取消等を受けた場合

返還金＋加算金(40％)

【指導・監査に対する留意点】
〇
〇

実地指導は事前通知、監査は当日通知。
（現場通知の場合もある。
）
指定基準の遵守や加算の算定根拠等の挙証責任は事業者にある。

〇
〇
〇

虚偽報告、書類改ざんに対して厳正に対処。
過誤調整は、最大５年まで遡及する。
市は全ての介護サービスに指導・監査権限がある。

－２－

介護支援専門員の義務及び居宅介護支援の基本方針等について
介護保険制度における指定事業者は、法令等の規定に基づき、適切な事業運営を行う必
要があります。

法令順守

◆介護保険法
第１条（目的）
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態と
なり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の
医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに
係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う
保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進
を図ることを目的とする。
第 69 条の 34（介護支援専門員の義務）
介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等
の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、
施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスまたは特定介
護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に
偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
※1

２

介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を

行わなければならない。
３

介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する

専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなけれ
ばならない。
第 69 条の 36（信用失墜行為の禁止）
介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

※１ 長岡市では、国の省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平
成 11 年３月 31 日厚生省令第 38 号）
」
、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に
関する基準について（平成 11 年７月 29 日厚生省老人保健福祉局企画課長通知）
」に基
づき、
「条例」及び「解釈基準」を制定しています。

－３－

◆長岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
第４条
（基本方針）
指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可
能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるように配慮して行われるものでなければならない。
２

指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事
業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければなら
ない。
３

指定居宅介護支援事業者(法第 46 条第 1 項に規定する指定居宅介護支援事業者をい

う。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を
尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第 8
条第 24 項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定
の指定居宅サービス事業者(法第 41 条第 1 項に規定する指定居宅サービス事業者をい
う。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
４～６ （省略）

これらの基準は、居宅介護支援事業者がその目的を達成するために必要な最低限度の基
準を定めたものであり、事業者は、基準を充足することで足りるとすることなく常にその
事業の運営の向上に努めなければならないものであります。

－４－

一連のケアマネジメントプロセスの再確認について
令和２年度から今年度にかけて、全ての居宅介護支援事業所の実地指導を実施しました。
指摘内容のうち、94％が「一連のケアマネジメントプロセス」に関するものでした。
場合によっては減算が生じることもある内容です。
あらためて基本的なルールを確認してきたいと思います。

◆ 基本となる一連のケアマネジメントプロセスについて
①～⑤の一連の業務を行うことにより、ケアプランの見直しを行います。
①

②
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アセスメント
◇ アセスメントを行っているか
◇ 利用者の自宅を訪問し、利用者と家族に面接しているか
基準省令 第 13 条の七（条例 第 16 条の(7)）
介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」とい
う。)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わなけれ
ばならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族
に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

前頁に掲載の条例第４条にあるように、介護支援専門員は、利用者がその居宅において
自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければなりません。
そのためのアセス
メントですので、
「居宅」を訪問し、
「利用者」に面接をして行います。基準に沿って業務
を行っていることを証明するため、必ずその記録を残してください。
アセスメント時には、
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につい
て（平成 11 年 11 月 12 日老企第 29 号）
」の別紙４の別添にある 23 項目を最低限盛り込
んでください。

－５－

サービス担当者会議
◇ サービス担当者会議を開き、会議の要点を記録しているか
◇ やむを得ない理由により参加できない担当者に対して照会を行ってい
るか
基準省令 第 13 条の九（条例 第 16 条の(9)）
介護支援専門員は、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
を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者か
ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場
合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

ケアプランにある全てのサービス担当者が一堂に会するのがサービス担当者会議です。
サービス担当者会議は、
①利用者の状況を担当者と共有する
②これからのケアプランの全体の内容について担当者から意見を求める
ものです。招集せず照会対応とする場合も、必ずケアプランの原案を送付し、そのプラン
に対する意見を聞きとり、その記録を残してください。

ケアプラン作成
◇ ケアプランを作成した際に、利用者の名前で同意を得ているか。
基準省令 第 13 条の十（条例 第 16 条の(10)）
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につい
て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内
容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければ
ならない。

心身の状態等により文字が書けない利用者の場合は、利用者本人の同意を確かめたうえ
で、家族から代筆してもらってかまいません。
ただし、あくまで利用者名の同意となりますので、それとは別に代筆者欄を設け、誰が
代筆したかわかるようにしてください。

◇ ケアプランを作成した際に、利用者とサービス担当者に交付しているか
基準省令 第 13 条の十一（条例 第 16 条の(11)）
介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際は、当該居宅サービス計画を利用
者及び担当者に交付しなければならない。

－６－

ケアプランを利用者及び各サービス担当者に交付はしているが、その記録がない例が多
くありました。
支援経過記録等に、交付したことがわかるよう記録を残してください。

◇ サービス担当者に対して、個別プランの写しの提出を求めているか。
基準省令 第 13 条の十二（条例 第 16 条の(12)）
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対し
て、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を
求めるものとする。

各サービス事業者等における個別プランの提出を求めていない例や、求めたけれど記録
していない例が多くありました。
ケアプランと個別プランの連動性や整合性を確認することは重要です。提出のないサー
ビス事業者等へは再度提出するよう求めてください。

利用者へのモニタリング
◇ １月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接しているか。
◇ モニタリングの結果を記録しているか
基準省令 第 13 条の十四（条例 第 16 条の(15)）
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サー
ビス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めると
ころにより行わなければならない。
ア

少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

イ

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。

モニタリングは、ケアプランの実施状況を把握し、利用者の解決すべき課題の変化がな
いか確認を行う場です。アセスメントと同様に、
「居宅」を訪問し、
「利用者」に面接して
行います。担当している介護支援専門員のみならず、誰が見てもどのようにモニタリング
をしたのか把握できるよう、しっかり記録を残してください。

－７－

実地指導を踏まえたその他の留意点について
医療サービスを位置付けたケアプランについて
◇
◇

主治の医師等の指示があるか
ケアプランを主治の医師等に交付しているか

基準省令 第 13 条の十九（条例 第 16 条の(21)）
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの
利用を希望している場合その他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見
を求めなければならない。
基準省令 第 13 条の十九の二（条例 第 16 条の(22)）
前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際は、当該居
宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

医療サービスをケアプランに位置付ける場合は、主治の医師等の指示があることを確
認しなければなりません。あくまで介護支援専門員が確認することになるので、医療サ
ービスの事業者が医師等に確認したことでは認められません。いつ、誰に、どのような
方法で意見を求めたのか、必ず記録を残してください。
介護認定審査会で用いられた主治医意見書の「医学的管理の必要性」のチェックをも
って確認した場合、更新時には必ず再確認をしてください。
また、主治の医師等へケアプランを交付していない例が多くありました。必ず交付し、
その記録を残してください。

福祉用具貸与を位置付けたケアプランについて
◇

ケアプランに、福祉用具貸与が必要な理由を記載しているか

◇

付属品等は具体的な物品名を記載しているか

基準省令 第 13 条の二十二（条例 第 16 条の(25)）
介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合は、その利用
の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に
応じて随時、サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性につ
いて検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合は、その理由を居
宅サービス計画に記載しなければならない。

ケアプランに福祉用具貸与を位置付ける際は、物品名とその貸与が必要な理由を記載し
なければなりません。サービス担当者会議等で事業者と連携を密にし、福祉用具貸与事業
者の個別プランと整合性を図るなど、記載漏れがないよう注意してください。
また、特殊寝台付属品なども一括りにせず、
「マットレス」
「手すり」
「テーブル」とい
う風に、具体的な物品名を記載し、それぞれ必要な理由を記載してください。
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高齢者虐待の防止について

令和 3 年の基準省令の一部改正により、全ての介護サービスに虐待の防止に係る措置
が義務付けられました。
（令和６年３月 31 日まで努力義務）
介護保険法及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以
下「高齢者虐待防止法」という。
）では、どちらも第１条に「尊厳の保持」が目的として
うたわれています。そのために虐待を防止することは極めて重要です。
高齢者虐待は、それを行ったと思われる個々人の問題で終わらせることなく、事業所
又は施設全体の問題として捉え、対応しなくてはなりません。事業者は、
「虐待の未然防
止」
、
「虐待等の早期発見」及び「虐待等への迅速かつ適切な対応」という３つの観点か
ら必要な措置を講じ、従業者に周知徹底してください。
相談や通報がありますが、どんな些細なことでもためらわずに通報してください。これ
は、利用者の変化に気づきやすい介護支援専門員としての義務になります。
ここでは、虐待の定義や通報の義務など、あらためて確認していきます。

◆

高齢者虐待の定義

高齢者虐待防止法 第２条
４

※一部抜粋

この法律において、
「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為

をいう。
一 養護者がその擁護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人
によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる
こと。
二

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高

齢者から不当に財産上の利益を得ること。
※「養介護施設従業者等による高齢者虐待」は、同法第２条第５項に規定されています。

高齢者虐待は上記のとおり、一のイ「身体的虐待」
、ロ「介護・世話の放棄・放任(ネグ
レクト)」
、ハ「心理的虐待」
、ニ「性的虐待」
、二「経済的虐待」の５つに分類されます。
また、身体を拘束し自分で動くことを制限する、外から鍵をかけて閉じ込めるなど、外
部との接触を意図的、継続的に遮断する行為も高齢者虐待に該当すると考えられます。
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【具体例】
身体的虐待
介護・世話の
放棄・放任
心理的虐待

性的虐待

経済的虐待

◆

平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る。むりやり食事を口に入れる。
ベッドに縛り付ける。過剰に薬を服用させるなど。
入浴させない。不潔なまま放置する。食事や水分を十分に与えていない。
介護・医療サービスを理由なく制限したり使わせないなど。
排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどして恥をかかせる。
怒鳴る、ののしる、悪口を言う。無視をする。子どものように扱うなど。
排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
キスやセックス、性器への接触を強要するなど。
日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
年金や預貯金を高齢者の意思に反して使用するなど。

通報の義務

高齢者虐待防止法 ※一部抜粋
（高齢者虐待の早期発見等）
第５条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養
介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉の職務上関係のある者
は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努
めなければならない。
（養護者による高齢者虐待に係る通報等）
第７条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢
者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通
報しなければならない。
２

前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）
第 21 条 養介護施設従事者等は、当該要介護施設従事者等がその業務に従事している養
介護施設又は養介護事業において業務に従事する要介護施設従事者等による高齢者虐
待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しな
ければならない。
２

前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ

る高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合
は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
３

前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思わ

れる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければな
らない。
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養介護施設従事者等は、自分が働く施設等で高齢者虐待を発見した場合、重大な危険の
有無に関わらず、通報義務（≠努力義務）が生じます。
発見者が「虐待」と判断する必要はありません。虐待が疑われるケースを発見したら、
速やかに市へ通報してください。
虐待をしていると疑われる者

生命の危険あり

それ以外

養護者

通報義務

通報努力義務

勤務している施設等の従業者等

通報義務

通報義務

上記以外の施設等の従業者等

通報義務

通報努力義務

高齢者虐待防止法
第７条 ※一部抜粋
３

刑法の秘密漏示材の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定に

よる通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
第 21 条 ※一部抜粋
６

刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三

項までの規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
７

養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由

として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

上記条文のとおり、通報を行うことは「守秘義務違反」にはなりません。
また、通報したことによって、解雇その他不利益な扱いを受けることを禁じています。
これは、高齢者虐待を施設・事業者の中だけで抱え込まずに、早期発見・早期対応を図
るために設けられたものです。
市としても、通報した方の秘密は固く守ります。まずは、ご相談ください。

【通報（相談）窓口】
養介護施設等による虐待について
長寿はつらつ課

TEL：89-7440 FAX：89-6102

高齢者基幹包括支援センター

E mail：kikan_houkatu@city.nagaoka.lg.jp

※家庭での養護者による虐待については、地域包括支援センターへご相談ください。
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よくある質問
サービス利用票の利用者確認について
介護保険最新情報 Vol.958 で示された第６表に利用者確認欄はありませんが、従前の取
扱いと同様に余白等を活用して署名や押印等により同意を得てください。
また、基準省令第 31 条第 2 項（基準等条例第 34 条第２項）において、書面で行うこと
とされている同意等については、電磁的な方法によることも可能とされたため、電子署名
や電子メールなどによる同意も可能です。
※原則、口頭による同意を得た旨を支援経過記録等に記録するのみでは認められません。

令和３年度当初の実地指導において、署名等不要と説明した事業所もありましたが、介
護保険課が令和３年 10 月にメールでお知らせしましたＱ＆Ａ更新により、以後、署名等
を求めていただくよう訂正します。

ケアプランの軽微な変更について
解釈基準において、「ケアプランを変更する際には、原則として一連の業務を行うことが
必要である。」と規定されていますが、
「利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日
時の変更等で、介護支援専門員が一連の業務を行う必要性が無いと判断したもの）を行う
場合には、この必要はないものとする。
」とされています。
（介護支援専門員等の都合によるものは、原則、軽微な変更として取り扱えません。
）
軽微な変更として取り扱う場合は、その経緯や根拠がわかるように確実に記録を残して
ください。
軽微な変更に該当する事項の一覧は、
「居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会
議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い」
（介護保険最新情報 vol.959）を
参照してください。
なお、判断に迷う場合は、介護保険課へお問い合わせください。

上記の回答以外にも

居宅介護支援事業所向けＱ＆

Ａ」には、国が発出しているＱ＆Ａや、介護保険課に寄せられたよくある質問等を抜粋し
てまとめて掲載してあります。日頃の業務において、疑問に思うときは、ぜひご活用くだ
さい。
（https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/kyotaku-kaigo.html）
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２ 指定関係の手続きについて
★

指定（更新）手数料の納入方法の変更について
指定（更新）申請書への押印廃止に伴い、申請書類が電子メールまたは郵
送での提出が可能となったことから、手数料の納入方法を窓口での現金納入
から納入通知書による振込みへの変更の検討を進めています。
※詳細が決まりましたらお知らせします。

指定更新について
① 指定更新期間
原則６年ごとに指定の更新が必要です。（⇒更新日程は 15 ページ参照）
② 申請書類及び提出期限
有効期間満了日の２か月前までに、指定更新申請書類を提出してください。
提出書類の様式については、長岡市ホームページから最新版をダウンロード
してお使いください。
＜長岡市ホームページ掲載場所＞
「トップページ」→「くらし・市政」→「健康・福祉」→「高齢者・介護（事
業者向け情報）」→「居宅介護支援事業所指定申請について」

③ 更新手続きの流れ
指定更新申請書の提出 → 場合によっては現地確認 → 指定更新

変更届について
① 届出の時期
変更の届出は、変更があった日から 10 日以内に届け出てください。
② 添付書類
変更の内容により異なりますので、長岡市ホームページ（掲載場所は上記
②参照）を御確認ください。
令和３年度の制度改正に伴い、全事業所において運営規程の内容を変更する必要
があります。
（
「虐待の防止のための措置に関する事項」の追加）
未対応の事業所におかれましては、早急に見直していただき、介護保険課へ変更
届を提出してください。
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廃止・休止・再開届について
① 届出の時期
＊事前に介護保険課へ連絡してから届け出てください。
届出が必要
となる場合
事業所を廃止しよ
うとする場合
事業所を休止しよ
うとする場合
事業所を再開した
場合

届出様式

添付書類等

利用者の引
「廃止･休止届出書」
継ぎ状況が
第３号様式（第３条関係）
分かる書類

「再開届出書」
第２号の２様式（第３条関係）

下記①～③
のとおり

提出期限

事業を廃止する日の１月前まで

事業を休止する日の１月前まで

事業を再開した日から 10 日以内

①「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」
（＝③変更届の添付書類に含まれている場合は不要）
②「従業者の資格を証する書類」
（＝③変更届の添付書類に含まれている場合は不要）
③「変更届」及びその添付書類 ※再開に伴う変更事項（例：管理者、介護支援専門員、
運営規程等の変更など変更届として提出すべき内容の変更）があった場合のみ

② 休止中の事業所について
休止中の事業所においては、指定の更新を受けることができません。
以下Ａ or Ｂのいずれかを行う必要があります。
Ａ．更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行う
Ｂ．事業を廃止する
詳しくは介護保険課へお問い合わせください。
介護給付費算定（加算）に伴う手続きについて
加算を新たに算定する（又は算定しなくなる）場合、介護給付費算定に係
る体制等に関する届出書類の提出が必要です。
届出にあたっては、加算の算定要件を満たしているか十分に確認してくだ
さい。
※前年度の実績等が算定要件になっている加算については、毎年度算定の
可否を確認する必要がありますので、特に注意してください。
① 届出の時期と算定開始時期について
届出の時期

算定開始月

毎月 15 日以前に提出

提出月の翌月から算定

毎月 16 日から月末日の間に提出

提出月の翌々月から算定

※事業所の体制等が加算等の算定要件の基準に該当し 基準に該当しなくなった
なくなった（該当しなくなることが明らかになった） 日から加算等の算定は行
時は、すみやかに体制届を提出してください。
えません。

② 届出書類
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〇添付書類（添付書類一覧表を参照）
※添付書類は加算により異なりますので、長岡市ホームページ（掲載場所は
13 ページ ②参照）の一覧表を御確認ください。
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居宅介護支援事業所の指定更新表
◎印は令和４年度中に指定の有効期間満了を迎える事業所です。
指 定 状 況

事業所の名称

指定年月日

有効期間満了日

サンプラザ長岡

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

介護老人保健施設てらどまり

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援サービスセンター
グリーンヒル与板

平成11年10月29日

令和 8年 3月31日

さわやか苑居宅介護支援事業部

平成11年 7月30日

令和 8年 3月31日

株式会社エヌ介護サービス長岡
センター

平成11年 7月30日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所まちだ園

平成11年 9月 7日

令和 8年 3月31日

ケアプランセンター西長岡

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

ケアプランセンターこぶし

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所けやき

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

介護プランセンターふそき

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

在宅介護支援センタ－かつぼ園

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所悠遊苑

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

長岡中央綜合病院居宅介護支援事業所

平成12年 1月28日

令和 8年 3月31日

中越介護支援センター株式会社

平成12年 3月15日

令和 8年 3月31日

まちの福祉相談室ほっとながおか

平成12年 3月15日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所みやうち

平成12年 3月31日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所やすらぎ園

平成12年 3月31日

令和 8年 3月31日

在宅介護支援センターみつごうや

平成13年 4月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所岡南

平成13年 4月 9日

令和 8年 4月 8日

生協在宅介護支援センターほっとあらまち

平成14年 4月 1日

令和 8年 3月31日

ケアプランセンター上除

平成14年 4月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所縄文の杜関原

平成15年 4月14日

令和 9年 4月13日

医療法人誠心会吉田病院居宅介護支援
事業所

平成15年10月 1日

令和 9年 9月30日

ケアプランセンター永田

平成16年 2月 1日

令和10年 1月31日

居宅介護支援事業所黒条

平成16年 5月 6日

◎令和 4年 5月 5日

長岡市社会福祉協議会居宅介護支援
サンパルコなかのしま

平成17年 4月 1日

◎令和 5年 3月31日
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指 定 状 況

事業所の名称

指定年月日

有効期間満了日

ケアプランわらび園

平成11年 9月 7日

令和 8年 3月31日

ＮＰＯ法人ドリーム居宅介護支援事業所

平成16年 7月 1日

◎令和 4年 6月30日

特別養護老人ホームこしじの里

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所みしま

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

特別養護老人ホームおごしの里

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

長岡市社会福祉協議会居宅介護支援
ながおか

平成17年 4月 1日

◎令和 5年 3月31日

ケアプランセンターしなの

平成17年 9月 1日

令和 5年 8月31日

特別養護老人ホーム中之島

平成17年 9月 1日

令和 5年 8月31日

居宅介護支援事業所にじの手

平成17年10月23日

令和 5年1 0月22日

長岡市社会福祉協議会居宅介護支援とちお

平成17年12月 1日

令和 5年1 1月30日

特別養護老人ホーム桐原の郷

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

居宅介護支援事業所わしま

平成12年 3月15日

令和 8年 3月31日

みどり居宅介護支援事業所

平成13年 1月 1日

令和 8年1 2月31日

居宅介護支援センターいずみ苑

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

介護支援センターサンホーム

平成16年 9月 1日

◎令和 4年 8月31日

てまり居宅介護支援事業所

平成12年11月 1日

令和 8年1 0月31日

居宅介護支援事業所そらまめ

平成18年 3月 1日

令和 6年 2月28日

ケアサポート長岡

平成18年 4月 1日

令和 6年 3月31日

長岡市社会福祉協議会居宅介護支援よいた

平成18年 7月 1日

令和 6年 6月30日

居宅介護支援センター与板

平成19年 3月 1日

令和 7年 2月28日

居宅介護支援事業所福住

平成19年 4月 1日

令和 7年 3月31日

桃李園居宅介護支援事業所

平成11年10月 1日

令和 8年 3月31日

ケアプランセンターこころ

平成22年12月 1日

◎令和 4年1 1月30日

メッツ川崎ケアプランセンター

平成24年 1月 1日

令和 5年1 2月31日

居宅介護支援事業所川崎東

平成24年 6月 1日

令和 6年 5月31日

居宅介護支援センターみのり

平成24年 8月 1日

令和 6年 7月31日

ケアプランセンター平島

平成24年 9月 1日

令和 6年 8月31日

ニチイケアセンター長岡末広

平成25年 3月 1日

令和 7年 2月28日

さわやか苑長岡藤沢居宅介護支援事業部

平成25年 3月 1日

令和 7年 2月28日

ケアプランセンター大島新町

平成25年 8月 1日

令和 7年 7月31日

みどりの杜

平成27年 5月 1日

令和 9年 4月30日
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指 定 状 況

事業所の名称

指定年月日

有効期間満了日

ケアプランセンター越後

平成27年10月 1日

令和 9年 9月30日

ケアプランセンターひまわり

平成29年 4月 1日

◎令和 5年 3月31日

長岡市社会福祉協議会居宅介護支援
かわぐち

平成11年 7月30日

令和 8年 3月31日

あおりの里

平成13年 4月 1日

令和 8年 3月31日

ケアマネ元気印

平成29年 9月 1日

令和 5年 8月31日

さくらメディカル株式会社長岡居宅介護支援
事業所

平成30年 9月 1日

令和 6年 8月31日

エフビー居宅介護支援事業所長岡

平成30年10月 1日

令和 6年 9月30日

あおいの里・長岡居宅介護支援事業所

平成31年 4月 1日

令和 7年 3月31日

居宅介護支援センターきたながおか

令和元年 6月 1日

令和 7年 5月31日

ケアプラン中条

令和 2年 7月 1日

令和 8年 6月30日

ツクイ長岡三和

令和 2年10月 1日

令和 8年 9月30日

アクティブシニア長岡ケアプランセンター

令和 3年 3月 1日

令和 9年 2月28日

ケアプランセンター中之島

令和 3年 4月 1日

令和 9年 3月31日

シルバーサポート長岡店

令和 4年 2月 1日

令和10年 1月31日
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３ 令和３年度介護保険制度改正における指定基準改正等について
指定基準（条例）改正について（令和３年４月１日施行）
厚生省令（以下、基準省令）の一部改正に伴い、
『長岡市指定居宅介護支
援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成 30 年長岡市条例第
5 号）
』を改正しました。
＊改正後の条例は長岡市ホームページに掲載しています。
補

足

長岡市では、基準省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
（平成 11 年厚生労働省令第 38 号）」に基づき、当該条例を制定しています。
⇒

当該基準は、居宅介護支援事業者がその目的を達成するために必要な最低限

度の基準を定めたものであり、事業者は、基準を充足することで足りるとする
ことなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものであるとされ
ています。

【参考】基準省令と長岡市条例の主な相違点（市独自基準）
(1)

暴力団の排除
居宅介護支援事業者について、暴力団を排除する規定を追加

(2)

技術の進歩に配慮
居宅介護支援事業所に、利用者へのサービス向上及び職員等の負担軽減を図

るため、技術が進歩した設備や備品等の導入に対して配慮する努力義務規定を
追加
(3)

書類保存期限の延長
居宅介護支援の提供に係る関係書類の保存期間を、介護報酬の消滅時効に合

わせて、２年から５年に変更
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○主な条例の改正内容
①管理者要件の緩和
管理者は原則主任介護支援専門員でなければならない。ただし、主任介護支援専門員
の確保が著しく困難である等のやむを得ない理由（
「本人の死亡、長期療養など健康上の
問題の発生」
「急な退職や転居」等）がある場合、主任介護支援専門員でない者を管理者
とできる。
なお、R3.3.31 時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所については、
当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を
R9.3.31 まで猶予する。 ※計画的に資格の取得や有資格者の確保を行うこと。

②居宅介護支援の提供開始に際して説明及び理解いただく事項
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、居宅介護支援の提供の開始に
際して説明し、理解を得る必要がある内容に、以下の２点を新たに求める。
・作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、
地域密着型通所介護の各サービスが位置付けられた居宅サービス計画の割合
・作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、
地域密着型通所介護の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業者によって
提供されたものの割合
⇒

これらを説明する際は、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行う必要が

あります。具体的な計算方法等は、令和３年４月 14 日付け「指定居宅介護支援の提供
の開始に際してあらかじめ利用者に説明すべき事項について（通知）
」※１を参照。

③生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応

令和３年 10 月１日から施行

厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所に対し、提出するケアプラ
ンを市が指定して検証を行う。
≪厚生労働大臣が定める基準≫
①事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が７
割以上
② ①のうち、訪問介護がサービス費の総額に占める割合が６割以上
＊具体的な届出方法や検証の流れは、長岡市ホームページ「居宅介護支援事業所単位の
ケアプランの検証について」を参照してください。

④感染症対策の強化

令和６年３月 31 日まで経過措置あり※２

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、感染症の予防及び
まん延の防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施
を義務づける。
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⑤業務継続に向けた取組の強化

令和６年３月 31 日まで経過措置あり※２

感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制
を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修及び訓練の実施を義務づけ
る。

⑥ハラスメント対策の強化
ハラスメント対策を強化する観点から、適切なハラスメント対策を求める。

⑦会議や多職種連携におけるＩＣＴの活用
感染防止や多職種連携の促進の観点から、運営基準において実施が求められる各種会
議等（利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。
）について、テレビ電話
装置その他の情報通信機器を活用しての実施を認める。
なお、利用者又はその家族が参加して実施するものについては、利用者等の同意を得
なければならない。

⑧利用者への説明・同意等に係る見直し
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、ケアプランや
重要事項説明書等における利用者等への説明・同意等のうち、書面で行うものについて、
原則として、電磁的な対応を認めることとする。

⑨記録の保存等に係る見直し
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点か
ら、介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な
対応を認めることとし、その範囲を明確化する。

⑩運営規程等の掲示に係る見直し
利用者の利便性向上や事業者の業務負担軽減の観点から、運営規程等の重要事項につ
いて、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形（ファイル等）で備え置くこ
と等を可能とする。

⑪高齢者虐待防止の推進

令和６年３月 31 日まで経過措置あり※２

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する
ための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。

※１

過去の長岡市からの通知は、長岡市ホームページ「介護保険課からの通

知関係（指定基準関係等）」から確認できます。
（23 ページ参照）
※２ 「感染対策の強化」
「業務継続計画」
「虐待の防止」等について運営規程に記載す
る際は、事業所における体制が整備されてから記載してください。
（体制が整っていない状態で記載することのないようにしてください。
）
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解釈通知（基準）改正
基準省令の解釈通知の一部改正に基づき、『長岡市指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準（平成 30 年公告第 211 号）』を改正しま
した。
＊改正後の基準は長岡市ホームページに掲載しています。
補

足

長岡市では、国の解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準について（平成 11 年７月 29 日厚生省老人保健福祉局企画課長通知）
」に基づき、
当該基準を制定しています。

【参考】国の解釈通知と長岡市の解釈基準の主な相違点（市独自基準）
(1)

個人情報の管理
個人情報が記載されている書類の施錠可能なロッカーへの保管

(2)

職員に対する研修の強化
研修等の内容について、人権の擁護、高齢者虐待の防止、身体的拘束の廃止、

感染症や食中毒の予防とまん延防止、事故発生の防止等を明示

介護報酬改定
介護報酬の改定に伴い、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に
関する基準（平成 12 年厚生労働省告示第 20 号）」等の改正されました。
○主な報酬改定について（令和３年４月１日施行）
①

居宅介護支援費の逓減制の緩和（居宅介護支援費Ⅱの新設）
適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、ＩＣＴ活

用又は事務職員の配置を行っている場合の適用件数が見直された。
（居宅介護支援費Ⅱに該当する場合、逓減制の適用が 40 件→45 件以上に変更）
②

特定事業所加算の見直し

・小規模事業所が、事業所間連携による体制確保や対応等を行うことを評価することを目
的に、新区分の「特定事業所加算 A」が新設された。
・従前の「特定事業所加算Ⅳ」が見直され、
「特定事業所医療介護連携加算」として新設
された。
※そのほか、従来の算定要件に加え、必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサ
ービス（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画
を作成していることが要件とされた。
③

医療機関との情報連携強化（通院時情報連携加算の新設）
利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏

まえてケアマネジメントを行うことを新たに評価する加算が新設された。
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４ 居宅介護支援に関する留意事項
事業者における個人情報の適切な取扱いについて
介護保険サービス事業所による個人情報の流出が、全国でたびたび発生し
ています。主な原因は、ＦＡＸの誤送信、データの入ったＵＳＢメモリの紛
失、事務所外へ資料を持ち出した際の車上荒らし、置き忘れ又は盗難等です。
個人情報に関する事故は、１度であっても影響は甚大です。改めて、個人
情報の保護に関する法律や厚生労働省のガイドラインなどを参考に、適切な
取扱いに努めてください。
〔厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等〕
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/（厚労省 HP）
指定居宅介護支援の事業に係る法令遵守の徹底について
長岡市は、一部の事業所において、居宅介護支援における不適切な業務が
見受けられたことから、令和元年６月 25 日に「指定居宅介護支援の事業に
係る法令遵守の徹底について（通知）」を発出しています。 各事業所にお
いては、改めて通知を御確認いただき、法令遵守の徹底やサービスの質の向
上に努めてください。
〔介護保険課からの通知関係〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/notification.html
訪問介護（生活援助中心型）の回数が多い居宅サービス計画の提出につ
いて
訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が下記の基準回数
以上のケアプランについて、介護保険課への届出が必要です。
要介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

基準回数

27 回

34 回

43 回

38 回

31 回

〔訪問介護（生活援助中心型）の居宅サービス計画の届出について〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/kyotaku-todokede.html

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの
大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単
位で抽出し、ケアプランを検証する制度が令和３年 10 月１日付けで施行さ
れました。
該当する事業所に対しては、長岡市がケアプランを指定した上で提出を求
めますので、当該通知に従って届出を行ってください。
※届出様式等は、随時長岡市ホームページに掲載します。
〔居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/care-plan.html
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５ その他お知らせ
介護保険課からの通知及び集団指導資料のホームページ掲載について
過去に当課から発出した主な通知や集団指導資料について、市ホームペ
ージに掲載していますので、御活用ください。
〔介護保険課からの通知関係〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/notification.html
〔集団指導資料〕
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/syudan-shiryou.html

「地域密着型サービス施設の空室（利用）情報」のホームページ掲載に
ついて
居宅介護支援事業所による利用者へのスムーズな事業所紹介と事業所の
安定的な運営のため、全地域密着型サービス事業所の利用可能（空室）情報
を長岡市のホームページに掲載しています。
日頃の業務にぜひお役立てください。
〔地域密着型サービス施設の空室（利用）情報〕
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/kushitsu.html

指定基準等に関する質問について
指定基準や報酬に関する当課へのお問い合わせは、質問票にてメールまた
は FAX でお寄せ下さい。（送付先：介護保険課介護事業推進係）
質問内容によっては時間を要することがございますので御了承ください。
〔質問票の様式〕
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/sitei_sinsei.html
また、長岡市では、「利用者からの同意を得る際の押印」や「暫定ケアプ
ランの取扱い」といった、よくある質問等をまとめた、長岡市版の居宅介護
支援に関する Q&A を作成しています。
質問票の提出前に御一読いただけると幸いです。
〔長岡市版Ｑ＆Ａ〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate02/file/kyotaku-qa01.xlsm
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