令和３年度 長岡市地域密着型サービス事業所

集

団

指

導

令和４年３月

長岡市福祉保健部

福祉総務課

指導監査係

介護保険課 介護事業推進係

≪凡例≫
＊法
介護保険法
＊基準省令
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）
＊解釈通知
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）
＊条例
長岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
（平成 24 年 12 月 26 日 条例第 52 号）
＊解釈基準
長岡市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
（平成 25 年３月 29 日 公告第 84 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－

令和３年度実地指導等を踏まえた留意点について
【地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】
※基準省令等は地域密着型通所介護のものを掲載しています。認知症対応型通所介護の場合、
「地域密着型」を「認
知症対応型」と読み替えてください。

屋外でのサービス提供について
◇

あらかじめ地域密着型（認知症対応型）通所介護計画に位置付けられて
いるか

◇

効果的な機能訓練等のサービスが提供できるのか

解釈通知 第３－二の二－３－
（解釈基準 第３－その２の２－３－ ）※一部抜粋
④

指定地域密着型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、

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
が出来るものであること。
ア あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること。
イ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

事業所外でサービス提供をする際は、必ず地域密着型（認知症対応型）通所介護計画に
記載してください。
外出をすることにより、定めた目標を達成するために効果的な機能訓練等になることを
確認した上で、地域密着型（認知症対応型）通所介護計画に位置付けるようにしてくださ
い。

地域密着型（認知症対応型）通所介護計画の作成について
◇
◇

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ているか
利用者に交付しているか

基準省令 第 27 条（条例 第 61 条の 10）※一部抜粋
３

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当た
っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な
ければならない。

４

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際
には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

心身の状態等により文字が書けない利用者の場合、代筆した家族名で同意を得ている例
が多くありました。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。
また、交付はしているが、その記録がない例も多くありましたので、確実に介護記録等
に記録を残してください。

－３－

運営推進会議について
◇

運営推進会議を、おおむね６月に１回以上開催しているか

◇

運営推進会議の記録を作成し、公表しているか

基準省令 第 34 条（条例 第 61 条の 17）※一部抜粋
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本市の職員又は当該指定地域密着型通所
介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所
介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「運営
推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状
況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要
望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
２

指定地域密着型通所介護事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記

録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

運営推進会議は、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、利用者の抱
え込みを防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること
を目的としています。この意義を理解し、定期的に開催してください。
対面ではなく、感染予防の観点から書面で開催することもあるかと思います。その場合
においても、構成メンバーに資料を送付し、要望や助言を聴くようにしてください。
なお、公表については、カウンター等にその記録のファイルを備置いておくなど、誰で
も閲覧できるようにしてください。

２時間以上３時間未満のサービス提供となった場合
「２時間以上３時間未満」の単位数〔
「4 時間以上５時間未満」の所定単位数の 70/100
（認知症対応型通所介護の場合は 63/100）
〕は、基準に適合する利用者に限られています。
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
第２の３の２

※一部抜粋

２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身
の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から初め
て長時間利用に結び付けていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情によ
り長時間のサービス利用が困難な者であること。なお、２時間以上３時間未満の地域
密着型通所介護であっても、地域密着型通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サ
ービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のた
め、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。

－４－

２時間以上３時間未満の区分について、令和３年度から取扱いが変更になりました。
令和２年度以前…基準に適合する利用者のみ算定可能であり、当日の体調不良等による
算定は不可
令和３年度から…当日の利用者の体調不良等により、やむを得ず 2 時間程度でサービス
提供を中止した場合でも算定可能
取扱いについて詳しくは、下記の「介護保険最新情報 vol.952」問 26 をご確認ください。
（https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-ﬁles/documents/2021/0329101946198/ksvo
l.952.pdf）

生活相談員の資格要件について
平成 29

834 号で既にお示ししていますが、再度、生活相談員の資

格要件について確認していきます。
地域密着型通所介護事業所及び（介護予防）認知症対応型通所介護事業所における生活
相談員の資格要件について
１ 社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者
社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
２ １と同等以上の能力を有すると認められる者
介護支援専門員
一定の業務経験（下記ア又はイ）を有する介護福祉士
ア 生活相談員として従事しようとする事業所において、介護福祉士である介護
職員としての業務経験が常勤で３年以上であること（兼務可）
イ 介護保険サービス事業所において、介護福祉士である介護職員としての業務
経験が常勤で通算５年以上であること（兼務可）

生活相談員に限らず、様々な職種の資格要件を満たすために、事業者として資格証を確
認してください。上記の２

の場合、介護福祉士の資格証と併せて、業務経験がわかる資

料（経歴書等）の確認も必要です。

－５－

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
地域密着型施設サービス計画の作成について
◇
◇

入所者又はその家族に対して説明し、入所者の同意を得ているか
入所者に交付しているか

基準省令 第 138 条（ユニット型：第 169 条において準用）
（条例 第 160 条（ユニット型：第 191 条において準用））※一部抜粋
７

計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入
所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

８

計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該
地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

心身の状態等により文字が書けない入所者の場合、代筆した家族名で同意を得ている例
がありました。あくまで入所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。
また、交付はしているが、その記録がない例も多くありましたので、確実に介護記録等
に記録を残してください。

食事内容の検討について
◇

食事内容について、医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む会議で検

討されているか
◇ 会議の記録があるか
解釈通知 第３－七－４－

－⑦（ユニット型：第３－七－５－ －③において準用）

（解釈基準 第３－その７－４－ －⑦（ユニット型：第３－その７－５－
⑦

）
－③において準用）

食事内容の検討について
食事内容については、当該施設の医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む会議に
おいて検討が加えられなければならないこと。

食事内容や形態について、介護職員及び看護職員のみで決めている例が多くありました。
普段から入所者と多く接している介護職員等と、医師や栄養士等が密に連携し、よりその
入所者の状態にあった食事を提供できるよう検討する会議を開催し、その記録を残すよう
にしてください。

－６－

各種指針の整備について
運営基準上、整備しなければならない指針が定められており、解釈通知（解釈基準）に
より、その指針に盛り込むべき項目が定められているものもあります。
実地指導において、指針が整備されていなかった例や、指針は整備されていたが、盛り
込むべき項目が不足していた例がありましたので、再度確認してください。
身体拘束等の適正化のための指針
基準省令第 137 条第６項の二（ユニット型：第 162 条第８項の二）
（条例第 159 条第６項 （ユニット型：第 184 条第８項 ））
【盛り込むべき項目】
イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
【その他の基準】
・身体的拘束適正化委員会を設置すること
・専任の担当者を決めること
・委員会を３月に１回以上開催すること
・定期的な研修（年２回以上）を実施すること
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
基準省令第 151 条第２項の二（ユニット型：第 169 条において準用）
（条例第 173 条第２項 （ユニット型：第 191 条において準用））
【盛り込むべき項目】
指定なし（ただし、平常時の対策及び発生時の対応を規定すること）
【その他の基準】
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会を設置すること
・感染対策担当者を決めること
・委員会をおおむね３月に１回以上開催すること
・定期的な研修（年２回以上）を実施すること
・定期的な訓練（年２回以上）を実施すること（訓練は令和６年４月１日より義務化）

－７－

事故発生の防止のための指針
基準省令第 155 条第１項の一（ユニット型：第 169 条において準用）
（条例第 177 条第１項 （ユニット型：第 191 条において準用））
【盛り込むべき項目】
イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方
ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ

施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそ

うになった場合及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの
（以下「介護事故等」という。
）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とし
た改善のための方策に関する基本方針
ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針
ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針
【その他の基準】
・事故防止検討委員会を設置すること
・専任の担当者を決めること
・委員会を定期的に開催すること
・定期的な研修（年２回以上）を実施すること
虐待の防止のための指針（虐待の防止に係る措置は、令和６年４月１日より義務化）
基準省令第３条の 38 の２第１項の二（第 157 条において準用）
（ユニット型：第 169 条において準用）

（条例第 42 条の２第１項

（第 179 条において準用）
）

（ユニット型：第 191 条において準用）

【盛り込むべき項目】
イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項
【その他の基準】
・虐待防止検討委員会を設置すること
・専任の担当者を決めること
・委員会を定期的に開催すること
・定期的な研修（年２回以上）を実施すること
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看取り介護加算について
◇

看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族に対して

説明し、同意を得ているか
厚生労働大臣が定める施設基準 45－イ ※一部抜粋
看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指
針の内容を説明し、同意を得ていること。

看取り介護を始める際に、説明をし同意を得ている記録はあったが、入所の際に説明を
している記録がない例が多くありました。指針に同意欄を設けたり、介護記録等に同意を
得たことを記録するなど、入所時に同意を得たことがわかるようにしてください。
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【全サービス共通】
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、全ての地域密着型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。
近年、

市内の事業所及び施設における虐待と疑われる事案に係る

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、利用者及び入所者と接する機会が多い介護サービス事業所の従業者としての義務に
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

※一部抜粋

注1

５

この法律において、
「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに

該当する行為をいう。
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その他の高齢者を擁護す

べき職務上の義務を著しく怠ること。
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。
ホ

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。
注１ 「養介護施設従業者等」とは、養介護施設・事業所の業務に従事する者を指します。
なお、
「養護者による高齢者虐待」は、同法第２条第４項に規定されています。

高齢者虐待は上記のとおり、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」
、ホ「経済的虐待」の５つに分類されます。
また、
「緊急やむを得ない場合」を除く身体的拘束等も、原則すべて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】
養介護施設等での虐待について
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。

－12－

２ 指定関係の手続きについて
地域密着型サービス事業所の状況【令和４年３月１日現在】
サービス種別

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

7

夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
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
看護小規模多機能型居宅介護
合
計

★

今後の
整備数

既存数

Ｒ３年度末
見込数

1

0
0

7
1

10

0

10

22
16
33
2
12
1
104

0
0
0
0
0
0
0

22
16
33
2
12
1
104

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 17 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）」→「地域密着型サービス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
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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）をご確認ください。
※押印欄の廃止等に伴い、令和３年度から様式が変更になりました。変更届
を作成する際は、必ず長岡市ホームページに掲載している新様式をお使い
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。

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 とす
る場合
事業 所 を 再 開 した
場合

届出様式

添付書類等

「廃止・休止届出書」
第３号様式（第３条関
係）

引き継ぎ状
況が分かる
資料

「再開届出書」第２号 下記①～③
の２様式（第３条関係） のとおり

提出期限
事業を廃止する１月前まで

事業を休止する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「従業員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または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。
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利用定員及びサービス転換の手続きについて
① 手続きについて
〔利用定員増〕
協議資料
サービス種別
変更日
提出時期
地域密着型通所介護
変更日の
認知症対応型通所介護
１か月前まで
各月１日から
小規模多機能型居宅介護
※
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
介護保険事業計画基盤整備計画
地域密着型特定施設入居者生活介護
登載事業の公募を行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
利用定員がないため、手続きはあ
夜間対応型訪問介護
りません。
※まずは介護保険課介護事業推進係に相談してください。変更日の１か月前ま
でに、協議資料の提出及び変更後 10 日以内に変更届の提出が必要です。
〔サービス転換〕
サービス種別

協議資料提出時期

転換日

小規模多機能型居宅介護 ⇔
看護小規模多機能型居宅介護 転換日の２か月前まで
各月１日から
※
通所介護 ⇔
地域密着型通所介護
※まずは介護保険課介護事業推進係に相談してください。転換日の２か月前ま
でに協議資料の提出及び新規指定申請書等の提出が必要です。
〔利用定員減〕
変更届が必要になりますので、事前に介護保険課介護事業推進係にご連絡く
ださい。

地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所における宿
泊サービスの実施に関する届出について
① 届出の時期
届出内容

提出時期

宿泊サービスを開始する場合

宿泊サービス提供開始前

届出の内容に変更が生じた場合

変更の事由が生じてから 10 日以内

宿泊サービスを休止又は廃止する場合

休止又は廃止の日の１か月前まで

② 届出書類
指定認知症対応型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関す
る届出書
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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
サービス種別
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看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

届出の時期

算定開始月

毎月 15 日以前

翌月から算定

毎月 16 日以降

翌々月から算定

届出が受理された日の翌月から算定
（月の初日の場合はその月から算定）

基準に該当しなく
※事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった（該当しなく なった日から加算
なることが明らかになった）場合は、速やかに届け出てください。 等の算定は行えま
せん。

② 届出書類
◯介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
◯介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３）
◯添付書類
※ 添付書類は加算の種類等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）をご確認ください。
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地域密着型サービスの指定更新表
◎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

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
こぶし 24 時間ケアサービスステーション

平成25年３月１日

令和７年２月28日

平成25年３月１日

令和７年２月28日

平成28年４月１日

令和10年３月31日

平成29年８月１日

令和５年７月31日

平成30年12月20日

令和６年12月19日

平成31年３月１日

令和７年２月28日

令和３年９月１日

令和９年８月31日

平成18年12月20日

令和６年12月19日

老人デイサービスセンターらいこうじ

平成16年10月１日

◎令和４年９月30日

老人デイサービスセンターこしじ

平成12年４月１日

令和８年３月31日

デイサービスぼこまめ

平成18年３月１日

令和６年２月29日

長岡市デイサービスセンターなごみ苑

平成18年10月１日

令和６年９月30日

デイサービスセンター幸町

平成19年４月１日

令和７年３月31日

桃李園デイハウス与板

平成19年12月１日

令和７年11月30日

デイサービスおもしろ荘

平成24年５月１日

令和６年４月30日

デイサービスセンター川崎東

平成24年６月１日

令和６年５月31日

デイサービスセンターみのり

平成24年８月１日

令和６年７月31日

デイサービスセンターゆ lax

平成27年４月１日

令和９年３月31日

長岡市デイサービスセンターふそき

平成12年３月15日

令和８年３月31日

デイサービスセンターけやきの杜

平成12年３月15日

令和８年３月31日

老人デイサービスセンターわらび園

平成12年３月15日

令和８年３月31日

デイサービスセンターみやうち

平成12年３月31日

令和８年３月31日

デイサービスセンター縄文の杜関原

平成15年４月14日

令和９年４月13日

こぶし 24 時間ケアサービスステーション
美沢
メッツ川崎ヘルパーステーション
こぶし 24 時間ケアサービスステーション
喜多町
こぶし 24 時間ケアサービスステーション
三和
こぶし 24 時間ケアサービスステーション
永田
グッドタイムサポート・長岡
夜間対応型訪問介護
こぶし 24 時間ケアサービスステーション
地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護
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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

デイホームしなの

平成17年９月１日

令和５年８月31日

デイホームけさじろ

平成18年４月１日

令和６年３月31日

桃李園デイホーム与板

平成19年12月１日

令和７年11月30日

デイホーム千秋

平成20年７月１日

令和８年６月30日

デイホーム中之島

平成21年７月１日

令和９年６月30日

てまりデイホーム

平成23年４月１日

◎令和５年３月31日

グループホーム千秋（共用型）

平成24年９月１日

令和６年８月31日

グループホームきりはら（共用型）

平成24年10月１日

令和６年９月30日

グループホームけやき（共用型）

平成24年10月１日

令和６年９月30日

グループホームけやきの杜（共用型）

平成24年10月１日

令和６年９月30日

グループホーム福住（共用型）

平成24年10月１日

令和６年９月30日

グループホーム中之島（共用型）

平成24年10月１日

令和６年９月30日

グループホーム新組（共用型）

平成24年10月１日

令和６年９月30日

デイサービス花の里かつぼ（共用型）

平成25年４月１日

令和７年３月31日

グループホームつつじ（共用型）

平成25年５月１日

令和７年４月30日

共用型デイサービスせったや（共用型）

平成30年８月１日

令和６年７月31日

共用型デイサービスこうなん（共用型）

平成30年８月１日

令和６年７月31日

小規模多機能型居宅介護美沢

平成18年12月20日

令和６年12月19日

プラット笹崎

平成19年６月１日

令和７年５月31日

プラット高町

平成19年11月１日

令和７年10月31日

多機能ケアセンターさわやか苑長倉

平成20年１月25日

令和８年１月24日

小規模多機能型居宅介護千秋

平成20年７月１日

令和８年６月30日

小規模多機能型居宅介護アネックス関原

平成20年12月１日

令和８年11月30日

小規模多機能型居宅介護千手

平成21年９月15日

令和９年９月14日

プラット新町

平成22年４月15日

◎令和４年４月14日

小規模多機能型居宅介護三和（サテライト）

平成22年４月26日

◎令和４年４月25日

小規模多機能型居宅介護摂田屋

平成22年７月１日

◎令和４年６月30日

小規模多機能型居宅介護あおぞら館

平成23年３月22日

◎令和５年３月21日

小規模多機能型居宅介護川崎

平成24年５月１日

令和６年４月30日

多機能ケアセンターさわやか苑長岡藤沢

平成25年３月13日

令和７年３月12日

小規模多機能型居宅介護わしま

平成28年４月16日

◎令和４年４月15日

小規模多機能型居宅介護
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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

小規模多機能型居宅介護深沢（サテライト）

平成30年３月１日

令和６年２月29日

ささえ愛まえかわ

平成31年３月18日

令和７年３月17日

グループホームきりはら

平成13年４月１日

令和８年３月31日

てまりグループホーム

平成13年４月９日

令和８年４月８日

グループホーム上除

平成14年４月１日

令和８年３月31日

グループホーム晴遊庵

平成14年４月１日

令和８年３月31日

グループホームこうなん

平成14年６月１日

令和８年５月31日

グループホームけやき

平成14年７月１日

令和８年６月30日

こしじ太陽館

平成15年10月９日

令和９年10月８日

グループホームサンホーム

平成16年７月１日

◎令和４年６月30日

グループホームにこにこ

平成17年９月１日

令和５年８月31日

グループホームけやきの杜

平成19年９月１日

令和７年８月31日

グループホームまきやま

平成19年10月１日

令和７年９月30日

グループホーム千秋

平成20年７月１日

令和８年６月30日

グループホーム花の里かつぼ

平成20年９月15日

令和８年９月14日

グループホームせったや

平成21年４月１日

令和９年３月31日

グループホーム千手

平成21年６月1日

令和９年５月31日

グループホーム福住

平成21年７月１日

令和９年６月30日

グループホーム中之島

平成21年７月１日

令和９年６月30日

グループホーム新組
ニチイケアセンター長岡 認知症対応型
共同生活介護
愛の家グループホーム長岡悠久

平成21年８月１日

令和９年７月31日

平成21年10月１日

令和９年９月30日

平成22年８月25日

◎令和４年８月24日

グループホームグリーンガーデン桜(予防)

平成22年８月26日

◎令和４年８月25日

グループホームあおぞら館

平成22年10月26日

◎令和４年10月25日

グループホームこぶし摂田屋

平成23年４月22日

令和５年４月21日

グループホームささざき

平成23年12月１日

令和５年11月30日

認知症対応型共同生活介護
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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

ニチイケアセンター長岡中島

平成24年２月１日

令和６年１月31日

グループホームつつじ

平成24年３月１日

令和６年２月29日

グループホーム川崎東

平成24年５月１日

令和６年４月30日

グループホーム小国あいあい

平成24年６月15日

令和６年６月14日

グループホームみやざわ苑

平成27年４月１日

令和９年３月31日

グループホームわしま

平成27年４月16日

令和９年４月15日

愛の家グループホーム長岡琴平

平成28年３月１日

令和10年２月29日

グループホームざおう

平成28年６月１日

◎令和４年５月31日

グループホームつつじ日越

令和元年５月１日

令和７年４月30日

介護付有料老人ホームながおか医療生協
アシスト高町

平成21年４月１日

令和９年３月31日

介護付有料老人ホームおもしろ荘

平成24年６月１日

令和６年５月31日

特別養護老人ホーム美沢（サテライト）

平成18年３月20日

令和６年３月19日

特別養護老人ホーム千秋（サテライト）

平成20年７月１日

令和８年６月30日

特別養護老人ホーム花の里かつぼ

平成20年９月15日

令和８年９月14日

特別養護老人ホーム千手（サテライト）

平成21年６月１日

令和９年５月31日

特別養護老人ホーム福住（サテライト）

平成21年７月１日

令和９年６月30日

特別養護老人ホーム摂田屋（サテライト）

平成22年７月１日

◎令和４年６月30日

てまり特別養護老人ホーム

平成23年４月１日

◎令和５年３月31日

特別養護老人ホーム川崎（サテライト）

平成24年５月１日

令和６年４月30日

特別養護老人ホーム小国あいあい

平成24年６月15日

令和６年６月14日

特別養護老人ホームみやざわ苑

平成27年４月１日

令和９年３月31日

特別養護老人ホームわしま

平成27年４月16日

令和９年４月15日

特別養護老人ホームはるか高町（サテラ
イト）

平成30年６月１日

令和６年５月31日

平成25年10月１日

令和７年９月30日

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

看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護大島
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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）
厚生労働省令（以下、基準省令）の一部改正に伴い、
『長岡市指定地域密
着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 24
年長岡市条例第 52 号）』及び『長岡市指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成 24 年長
岡市条例第 53 号）』を改正しました。
詳細は、長岡市ホームページをご確認ください。
補 足
長岡市では、基準省令「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 年厚生労働省令第 34 号）
」及び「指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
（平成 18 年厚生労働省令第 36 号）
」
に基づき、当該条例を制定しています。
⇒

当該基準は、（介護予防）地域密着型サービス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】これまでの基準省令と市条例の主な相違点（市独自基準）
※なお、今回の改正に伴う市独自基準の変更はありません。
(1)

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室面積
10.65 ㎡以上から 13.2 ㎡以上に変更

(2)

暴力団の排除
地域密着型サービス事業者について、暴力団を排除する規定を追加

(3)

技術の進歩に配慮
地域密着型サービス事業所に、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
(4)

書類保存期限の延長
地域密着型サービス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
(5)

通所系サービス、多機能系サービス、認知症対応型共同生活介護の設備基

準に便所の設置を追加
(6)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の介護計画の変更を追加

(7)

(看護)小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂の面積
３㎡に通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上に変更
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【主な改正事項】
対象サービス
全サービス共通

改正内容
感染症対策の強化

令和６年３月末まで経過措置期間あり

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。
業務継続に向けた取組の強化

令和６年３月末まで経過措置期間あ

り
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。
ハラスメント対策の強化

令和４年４月１日から義務化

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。
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。
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。
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。
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
覧可能な形で、ファイル等で備え置くこと等を可能とする。
高齢者虐待防止の推進

令和６年３月末まで経過措置期間あり

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。
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ＣＨＡＳＥ・ＶＩＳＩＴ情報の収集・活用とＰＤＣＡサイクルの推
進（介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進）
介護関連データの収集・活用及び PDCA サイクルによる科学的介
護を推進していく観点から、CHASE（高齢者の状態やケアの内容等
のデータベース）
・VISIT（通所・訪問リハビリのデータベース）を
活用した計画の作成や事業所単位での PDCA サイクルの推進、ケア
の質の向上の取組を推奨する。
夜間対応型訪問 オペレーターの配置基準等の緩和
介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、オペレーターにつ
いて、同一敷地内に施設等がある場合に、当該施設等の入所者等の
処遇に支障がない場合は、当該施設等の職員をオペレーターとして
充てることができる。
オペレーターについて、オペレーションセンターサービスの提供
に支障がない場合は、随時訪問サービスに従事することできる。オ
ペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、利用
者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、随時訪問
サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
との密接な連携を図ることにより、夜間対応型訪問介護事業所の効
果的な運営を期待することができ、利用者の処遇に支障がないとき
は、市長が適切と認める範囲内において、事業の一部を委託するこ
とができる。
複数の夜間対応型訪問介護事業所の間で、随時対応サービス（通
報の受付）を「集約化」することができる。
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確
保
事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を
行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス
提供を行うよう努める。

地域密着型通所 災害への地域と連携した対応の強化
介護

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏
まえ、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ
うに努める。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。
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(介護予防)認知 管理者の配置基準の緩和
症対応型通所介
護

共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準につい
て、人材の有効活用を図る観点から、事業所の管理上支障がない場
合は、本体施設・事業所の職務と併せて、共用型認知症対応型通所
介護事業所の他の職務に従事することを可能とする。
災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏
まえ、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ
うに努める。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。
(介護予防)小規 小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直し（管理者・介護従
模多機能型居 業者の兼務可能な施設等の緩和）
宅介護

広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機
能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業
所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。
過疎地域等におけるサービス提供の確保
過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必
要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを
条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間に限
り行わないこととすること踏まえ、この場合には、登録定員及び利
用定員を超えることを可能とする。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。
(介護予防)認知 地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
症対応型共同生 【ユニット数の弾力化】
活介護

経営の安定性の観点から、ユニット数について、
「１以上３以下」
とする。
【サテライト型事業所の基準創設】
複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域
でのサービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型
事業所の基準を創設する。本体事業所との兼務等により、代表者、
管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実
践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することがで
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きるようにする。
夜勤職員体制の見直し
夜間・深夜時間帯の職員体制について、安全確保や職員の負担に
も留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、３ユニットの場合
であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用
者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策をと
っていることを要件に、例外的に夜勤２人以上の配置に緩和でき
る。
外部評価に係る運営推進会議の活用
運営推進会議を活用した外部評価と既存の外部評価（県が指定す
る外部評価機関によるサービスの評価）のいずれかから「第三者に
よる外部評価」を受けることとする。
計画作成担当者の配置基準の緩和
人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成
担当者の配置について、事業所ごとに１名以上の配置に緩和する。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。
地域密着型特定
施設入居者生活
介護

災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏
まえ、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ
うに努める。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。
地域密着型介護

人員配置基準の見直し

老人福祉施設入

【栄養士】

所者生活介護

地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型除く。
）において、
他の社会福祉施設等との連携を図ることにより効果的な運営を期
待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき
は、栄養士又は管理栄養士を置かないことを可能とする。
【サテライト型の生活相談員】
サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホー
ム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活
相談員により当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に
行われると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能と
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する。
【従来型とユニット型を併設する場合の介護・看護職員の兼務】
従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支
障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。
栄養ケア・マネジメントの充実

令和６年３月末まで経過措置期間あ

り
栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととし、現
行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける（栄養士又は
管理栄養士の配置を求める）とともに、入所者ごとの栄養管理を計
画的に行うことを求める。
口腔衛生管理の強化

令和６年３月末まで経過措置期間あり

口腔衛生管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の
管理を行うことを求める。
個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保
や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、以下の見
直しを行う。
【１ユニットの定員】
１ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配
置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、
「原則としておおむね 10 人以下とし、15 人を超えないもの」とす
る。
【ユニット型個室的多床室】
ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮
し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。
リスクマネジメントの強化

令和３年 10 月１日より義務化

介護保険施設における施設系サービス事業者を対象に、事故発生
の防止のための安全対策の担当者を定めることを義務づける。
災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏
まえ、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ
うに努める。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。
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看護小規模多機 過疎地域等におけるサービス提供の確保
能型居宅介護

過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必
要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを
条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間に限
り行わないこととすること踏まえ、この場合には、登録定員及び利
用定員を超えることを可能とする。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

令和６年３月末まで経過措

置期間あり
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を
受講させるために必要な措置を義務づける。

解釈通知（基準）改正
基準省令の解釈通知の改正に基づき、『長岡市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
（平成 25 年公告第 84 号）
』
（以下、解釈基準）を改正しました。
詳しくは、長岡市ホームページをご確認ください。
補

足

長岡市では、国の解釈通知「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 等）」
に基づき、当該基準を制定しています。

【参考】これまでの国の解釈通知と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)

身体的拘束の取扱方針の明確化（多機能系・居住系・施設系サービスのみ）

(3)

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
(4)

非常災害対策の強化（訪問系サービス以外）
非常災害の態様ごとにその規模に応じた具体的計画の作成（雪害対策含む）

(5)

衛生管理の強化（訪問系サービス以外）
感染症や食中毒の予防とまん延防止のための指針整備等
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４ 地域密着型サービスに関する留意事項
地域密着型サービスの利用者の受入れについて
地域密着型サービスは住み慣れた地域での生活が継続できることを目的
としていることから、サービスを利用できるのは『長岡市に住所を有する住
民のみ』です。
市内事業所において、今年度、長岡市に住所が無い方にサービスを提供し
てしまった事例が発生しました。サービス提供を開始する際は、必ず利用者
の介護保険証により、住所、保険者を確認し、長岡市の地域密着型サービス
を提供できるか確認してください。
サービスの利用を目的として、他市町村から長岡市内へ住所を異動してい
ないかなど、利用希望者が地域密着型サービスの趣旨に適しているか確認を
お願いします。

「通常の事業の実施地域」について
平成 27 年度介護報酬改定により小規模多機能型居宅介護において新たな
加算（中山間地域等におけるサービスの推進関係）が設けられ、厚生労働大
臣が定める地域（豪雪地帯など）においては、事業所ごとに定める「通常の
事業の実施地域」を越えてサービスを行った場合に、所定単位数の 100 分の
５に相当する単位数を加算することができるようになりました。
長岡市はこの加算対象となり、「長岡市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」を補足するため、通常の事業の
実施地域の設定にあたっては、日常生活圏域を含む、少なくとも事業所から
車でおおむね３０分以内で移動できる地域を含めるのが適当であるという
取扱いとしました。
なお、通常の事業の実施地域は客観的にその区域が特定される必要があり
ます。「車で概ね３０分以内で移動できる地域」という表現は地域が特定さ
れないため不適当ですので、ご注意ください。
地域への展開（適正なサービス提供の確保）について
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及
び看護小規模多機能型居宅介護（※令和３年度から夜間対応型訪問介護も対
象）については、サービス付き高齢者向け住宅や集合住宅等におけるいわゆ
る「囲い込み」を防止する観点から、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てサービスを提供する場合は、その住居に居住する利
用者以外にもサービスを提供するよう努めてください。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、正当な理由がある
場合を除き、同一建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を
行わなければならないこととなっています。
利用者の大半が同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住す
る等の利用形態になることのないよう、地域に対する適切なサービス提供を
行ってください。
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職員の資格管理について
職員の異動などの際に、介護支援専門員として必要となる資格の有効期限
切れが発覚する事例が見られます。資格の管理体制の徹底をお願いします。
また、毎年、資格者（管理者、計画作成担当者、ユニットリーダー等）の
急な退職等により、人員基準を満たさなくなる事例が発生しています。
このような事態を防ぐため、適切に人事管理を行い、有資格者の確保に努
めるなど、計画的な研修の受講を進めてください。また、そのような事態が
見込まれる場合は、速やかに介護事業推進係に相談してください。

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・メールの誤送信、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、置き忘れ又は盗難などです。市
内事業所においても、個人情報の取扱いが不適切であったために、利用者の
個人情報が記載された書類を紛失する事案が発生しました。
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、個人情報の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）

自己評価について
外部評価の実施義務の有無に関わらず、
「自らその提供するサービスの質
の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
（運営基準）
」とされ
ていますので、必ず毎年自己評価を実施してください。
⇒なお、基準において外部評価が義務づけられている認知症対応型共同生活
介護は 32 ページ 、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能
型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は 30 ページ をご確認くだ
さい。
（自己評価の取組み例）
①認知症対応型共同生活介護の外部評価の項目を参考にして自己評価を実施する。
②利用者又はその家族へ満足度アンケートを実施し、課題を見つけて改善を図る。
③法人内の業務改善委員会等が事業所を評価した結果を自ら再確認・再評価を行う。
④法人又は事業所が独自に作成した自己点検表を活用し自己評価を実施する。
⑤他事業所や業界誌等が作成した自己点検表を活用し自己評価を実施する。
⑥業務内容について、職員個々で自己点検を行い、課題を見つけて改善を図る。
⑦職員個々に目標・課題を設定し、その達成度合いを評価する。
⑧事業所としての目標・課題を設定し、その達成度合いを評価する取組み。
⑨管理者等が職員を評価する取組み。
⑩各サービスに係る研修の実施により、その習得状況等を評価する取組み。
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運営推進会議について
運営推進会議は、「地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、
地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容を明らかにすること
により、事業所による「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとす
ることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、
各事業所が自ら設置すべきものである。
」とされています。
今年度、市内事業所で定期的な会議の開催を実施していない事例が複数あ
りました。
運営推進会議を実施する趣旨を今一度ご理解いただき、計画的に会議を開
催するよう努めてください。
① 開催日の連絡について
開催日程が決まりましたら、長岡市介護保険課（支所地域の場合は各支所
市民生活課）にご連絡ください。日時、開催場所が分かれば、依頼文などの
形式的なものでなく、簡易なもので構いません。
やむを得ず会議を延期・中止する場合は、必ず事前に、介護保険課へ連絡
してください。
② 会議録の提出について
運営推進会議の開催後、市職員の出欠に関わらず、議事録の提出をお願い
します。また、記載内容が不足している議事録が多く見受けられます。
議事録を作成する際は、開催日時、開催方法、出欠席者、誰の発言か、質
問や課題についてどのように対応するのかなどがわかるように記載してく
ださい（支所地域の場合は、各支所市民生活課に支所用と介護保険課用の計
２部を提出してください）。
また、議事録の提出が滞っている事業所が見受けられますので、速やかに
提出をお願いします。
③ 令和４年度の運営推進会議の開催について
対面による会議を実施しない場合は、令和３年３月１日付け長介第 965 号
「新型コロナウイルス感染拡大防止に係る運営推進会議及び介護・医療連携
推進会議の取扱いの変更について（通知）
」をご確認ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小
規模多機能型居宅介護における評価の実施について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小
規模多機能型居宅介護の外部評価については、事業所が自ら提供するサービ
スについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、運営推進会議（定期巡
回・随時対応型訪問介護看護では介護・医療連携推進会議）において、自己
評価結果について第三者の観点からサービス評価を受ける外部評価を１年
に１回実施することとなっています。運営推進会議等を活用した評価では、
第三者からの評価を通じて新たな課題や改善点を明らかにし、事業所全体の
質の向上を目指すものです。当該評価の趣旨を踏まえ、年度ごとに具体的目
標や重点的に意見交換を行う項目を定める等、外部評価が形骸化することの
ないよう、効果的な運用をお願いします。
なお、市への外部評価結果の提出方法について、市ホームページに公表す
るため、データ（電子メール）提出にご協力くださるようお願いします。
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〔運営推進会議等を活用した評価情報〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp//fukushi/cate02/hyoka/index.html
対象サービス
○定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

○小規模多機能型居
宅介護
○看護小規模多機能
型居宅介護

○定期巡回・随時対
応型訪問介護看護
○小規模多機能型居
宅介護
○看護小規模多機能
型居宅介護

内 容
評価の実施方法
① 事業所がサービス内容について振り返りを行い、自
己評価を行う。
② 介護・医療連携推進会議において、サービス内容・
課題等を共有し、新たな課題や問題点、改善点を明
らかにする。
③ 介護・医療連携推進会議には、市町村職員又は地域
包括支援センター職員、サービスに知見を有する公
正・中立な第三者（事業者関連団体関係者・学識経
験者・外部評価研修修了者等）の参加が必要です。
評価の実施方法
① 事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内
容について振り返りを行う自己評価（スタッフ個別
評価）を行う。
② 従業者が相互に事業所が提供するサービス内容に
ついて振り返りを行う自己評価（事業所自己評価）
を行う。
③ 運営推進会議では、事業所自己評価で取りまとめた
サービス内容・課題等について、第三者の視点から
意見を得ることで、新たな課題や改善点を明らかに
し、質の向上を図るとともに、事業所が果たす役割
を明らかにすることを目指す。
④ 運営推進会議には、市町村職員又は地域包括支援セ
ンター職員、サービスに知見を有する公正・中立な
第三者（事業者関連団体関係者・学識経験者・外部
評価研修修了者等）の参加が必要です。
結果の公表
１ 公表方法
運営推進会議等で確定した評価結果を、以下の方
法により公表すること。
(1) 利用者及び家族への配布
(2) 長岡市ホームページへの掲載
(3) 地域包括支援センター窓口での掲示
(4) 法人のホームページ掲載（任意）又は事業所内の
見やすい場所への掲示
(5) 「介護サービス情報公表制度」に基づく介護サー
ビス情報システムへの掲載（任意）
２ 公表内容・提出書類
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
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… 別紙１及び別紙１－２
(2) 小規模多機能型居宅介護事業所
… 別紙２－２及び別紙２－４
(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
… 別紙３－３
※様式については、平成 27 年 3 月 27 日付け厚労省通
知を準用すること。
※(1)については、長岡市の様式（別紙１－２）を追
加しています。
３ 長岡市及び地域包括支援センターへの提出
毎年度２月末までに、それぞれに提出（長岡市に
は、別紙４「公表確認表」の提出も必要です。
）

認知症対応型共同生活介護における評価の実施について
令和３年度の省令改正により、認知症対応型共同生活介護において求めら
れる「第三者による外部評価」について、「既存の外部評価（都道府県が指
定する外部評価機関によるサービスの評価）
」と「運営推進会議における評
価」のいずれの評価を受ける（いずれかを選択する）こととなりました。
外部評価の取り扱いについては、令和３年６月 10 日付け長介第 676 号「認
知症対応型共同生活介護の外部評価の取扱いについて（通知）
」をご確認く
ださい。

「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、市内すべての地域密着型サービス事業所の利用可能
（空室）情報を長岡市ホームページに掲載しています。
つきましては、毎月１日現在の状況を毎月３日までにメール又はＦＡＸで
報告してください。様式は任意です。
〔地域密着型サービス施設の空室（利用）情報〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp//fukushi/cate02/kushitsu.html

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
ジに掲載しますので、ご活用ください。
〔介護保険課からの通知関係〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp//fukushi/cate02/notification.html
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〔集団指導資料〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp//fukushi/cate02/syudan-shiryou.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）
なお、質問内容等によっては時間を要することがございますのでご了承く
ださい。
〔質問票の様式〕
https://www.city.nagaoka.niigata.jp//fukushi/cate02/sitei_sinsei.html
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