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令和４年度の集団指導、大変遅くなりましたが、昨年度に引き続き、書面にて開
催することとなりました。

共通編には、令和３年度実地指導における指摘・指導事項等、請求エラーの内
容、医療情報との突合・縦覧点検等の取組及びケアプラン点検の状況等を掲載
していますので、必ずご確認ください。

なお、本資料には、令和４年度運営指導（実地指導から名称が変わりました）で、
指摘や指導が多い項目を記載しています。前半は、居宅介護支援事業所を中心
に実施しましたので、居宅介護支援事業所の内容が主となっています。

１７ページ以降は、令和３年度集団指導で配布した内容の再掲になります。

再度ご確認いただきますようお願いします。（３０ページは確認必須）
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内容及び手続きの説明及び同意【基準第４条第２項】
（居宅介護支援）

令和４年度運営指導（実地指導）より

平成30年度改正及び令和３年度改正で、

①利用申込時に、

②文書を交付し説明を行い、

③理解したことについて、利用申込者から署名を得なければならない、

とされた項目について、基準どおりの対応が確認できなかった事業所
が多数ありました。
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内容及び手続きの説明及び同意【基準第４条第２項】
（居宅介護支援）

＜平成30年度改正＞

居宅サービス計画の作成にあたり、利用者から介護支援専門員に対して、

→複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能であること

→居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由

の説明を求めることが可能であること

＜令和３年度改正＞

→前６月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問

介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下、「訪問介護

等」）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合

→前６月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス又は指定地域密着

型サービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）
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内容及び手続きの説明及び同意【基準第４条第２項】
（居宅介護支援）

～指導・助言内容～

（平成30年度改正分）口頭で説明し文書のみ交付していた。

→文書の交付のみでは不十分ですので、利用者から同意の署名を受けるよう指導しました。

（平成30年度改正分）以前から、「居宅サービス計画は、利用者の希望に基づき作成します」という文言を重

要事項説明書に記載し説明しており、この文言と改定内容が同じと解釈していたため、改めて文書を作成し
なかった。

→改定の背景及び基準・解釈通知等の理解が不十分です。改正内容を正しく理解され、重要事項証明書
を修正し、利用者へ説明、交付及び同意の署名を受けるよう指導しました。

（平成30年度改正分）運営規程に改定項目を追記していた。

→基準第４条第１項において、「重要事項を記した文書を交付して説明・・」とあります。この重要事項を記し

た文書は、運営規程の概要等利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を記した文書をい
います。利用申込者から同意の署名を受けるという観点からも、運営規程への追記のみでは不十分です。
基準を確認され、重要事項説明書を修正し、利用者へ説明、交付及び同意の署名を受けるよう指導しました。
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内容及び手続きの説明及び同意【基準第４条第２項】
（居宅介護支援）

（令和３年度改正分）訪問介護等の割合の算出根拠が明確でない。

→訪問介護等の割合について、その数値の根拠となる資料が適切に保管されず、結果、算出根拠が不明確

となるケースがありました。算出した際に使用した資料は適切に保管してください。また、特定事業所集中減
算とは異なり、通所介護と地域密着型通所介護はそれぞれのサービスの利用割合を記載する必要がありま
すので注意してください。

（令和３年度改正分）前６月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護
等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたも
のが占める割合の記載について

→当該割合は「上位３位」まで記載してください。同率２位が３事業所となった場合は、１位も含めて４事業所
記載が必要となりますので注意してください。

（令和３年度改正分）重要事項説明書の「別紙」として作成しているが、署名の同意を受けていない。

→訪問介護等の割合等の説明を、重要事項説明書本体に挿入して作成するか、重要事項説明書の別紙と

して作成するかは事業所の判断によりますが、「別紙」として作成し本体に同意欄がある場合、「（例）訪問介
護等の割合等は別紙のとおり」というように、別紙を明確に示す記載が必要ですので注意してください。
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内容及び手続きの説明及び同意【基準第４条第２項】
（居宅介護支援）

ご確認ください！！

令和３年度改正分の訪問介護等の割合等の説明は、「利用申込時に
行うこと」となっておりますので、契約を行うときに説明する必要があり
ます。

訪問介護等の割合は、前期・後期と算出する時期が決まっています
ので、利用申込時に直近で算出した数値を用い説明します。

※算出の都度、説明する必要はありません。

基準第４条第２項が未対応の場合は、早急に対応して下さい！！

割合等の算出に使用した根拠書類は適切に保管してください！！
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指定居宅介護支援の具体的取扱方針【基準第13条】
（居宅介護支援）

＜利用者及び各サービス担当者へのプラン交付＞

運営基準第13条第11号で、ケアプラン作成時は、当該プランを利用者及び担当
者に交付しなければならないとされており、これについては老企第36号第3の6
（2）③ （青本P853）にあるとおり、未実施の場合は運営基準減算となります。

利用者への交付については、支援経過に記載されてましたが、サービス担当者
への交付については、支援経過へ記録されず、「交付したこと」が確認できない事
業所がありました。また、「各担当者に利用者の同意前の原案を交付した」との記
録にとどまり、利用者の同意後のプランを交付したとの記録がないものがありまし
た。

利用者の同意をもって原案からケアプランとなります。同意後のプランを利用者
及び各サービス担当者へ交付したことがわかるような記録に努めてください。

（※基準上は、記録までは求めていませんが、市として、基準に準じた運営を行っ
ていることの確認のためにも、支援経過に記載するよう指導しています。）
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指定居宅介護支援の具体的取扱方針【基準第13条】
（居宅介護支援）

＜医療系サービス計画時の主治医へのプラン交付＞

運営基準第13条第19号の２で「訪問看護等の医療系サービスを利用時のケア
プラン」を主治の医師等へ交付するよう定められています。

主治の医師等へケアプランを交付したことが、記録等で確認できない事業所が
ありました。

利用者やサービス担当者への交付と異なり、運営基準減算の対象ではありま
せんが、主治の医師等への交付を行っていない場合も基準違反になることには
変わりありませんので、同意後のプランを主治医師等へ交付したことがわかるよ
うな記録に努めてください。

（※基準上は、記録までは求めていませんが、市として、基準に準じた運営を行っ
ていることの確認のためにも、支援経過に記載するよう指導しています。）
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指定居宅介護支援の具体的取扱方針【基準第13条】
（居宅介護支援）

＜アセスメントやモニタリング等で訪問した際の記録について＞

アセスメントは、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、また、モニタリング訪問については、少なくとも１月に１回（暦
月）、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること、と運営基準第13条第７号、
第14号で定められています。

アセスメントやモニタリング等で訪問した際に、いつ・どこで・誰と・なん
のためにという記載がない記録が多数見受けられました。これらは運営基準減
算に関係する事項でもあり、支援経過は、事業所が適正に運営していることを主
張するための根拠となります。利用者の居宅で利用者に面接することはケアマネ
ジメント上当然のことであるため記載していなかったというケースもありましたが、
基準に準じた運営を行っていることがわかるような記録に努めてください。
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指定居宅介護支援の具体的取扱方針【基準第13条】
（居宅介護支援）

（例）

〇アセスメントシートに訪問日の記載なし、支援経過にアセスメント訪問の記録なし。

→アセスメント訪問を「いつ」「どこで」「誰に」行ったのかわかりません。

〇支援経過に、「項目：アセスメント訪問 内容：本人の居宅で、妻と面談」と記載。

→本人は？

〇モニタリングの記録を支援経過に記載しているケースで、「内容：本人の居宅で、本人と妻と面
談 本人は昼寝中で、最近は散歩に出ることが少なくなったそうだ」

→本人は昼寝中・・。本人に面談したといえるでしょうか。

→これで、「モニタリングの結果の記録」といえるでしょうか。そもそも月に１回記録す
べきモニタリングの結果とはなんでしょうか。

〇モニタリングの記録を評価表で行っているケースで、評価表作成日≒訪問日であるが、支援経
過にモニタリング訪問の記録なし。

→モニタリング訪問を「いつ」「どこで」「誰に」行ったのかわかりません。
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指定居宅介護支援の具体的取扱方針【基準第13条】
（居宅介護支援）

＜ケアプランの軽微な変更について＞

アセスメントやサービス担当者会議等をケアプランの軽微な変更等で省略した
場合は、その判断及び理由について支援経過に記載すること。

この場合も、利用者の同意は省略できません。修正したプランに対して、利用者
の同意（署名）を得て、利用者及びサービス担当者へ交付する必要があります。

プランの修正については、改めて作成する、現在のプランの原本または写しに、
修正内容を朱書き記載し、余白等に同意の署名を得る、等の方法があります。方
法は問いませんが、事業所に複数のケアマネがいる場合は、事業所の業務管理
の観点から、方法は統一したほうが望ましいと考えます。
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指定居宅介護支援の具体的取扱方針【基準第13条】
（居宅介護支援）

＜サービス利用票（第６表）について＞
運営基準第13条第10号で、利用者の同意が必要となるケアプラン原案には、第
１表から第３表と第６表及び第７表（サービス利用票別表）も含まれると規定され
ています。サービス利用票については、当月分を前月に作成し、あらかじめ利用
者へサービス内容の確認（同意）を行ってください。

従来の様式及び令和３年改定の標準様式のいずれにも「作成年月日」という欄
がありますが、この作成年月日は、利用票の作成日ではなく、利用者の同意日と
なります（緑本918ページ）。システムで作成日が印刷される場合において、作成
日と同意日が異なる場合は、余白に、利用者に同意日を記入してもらってください。

また、令和３年改定の標準様式には、「利用者確認欄」がありません。しかし、
「利用者確認」として、「居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票（控）に
利用者の確認を受ける」と緑本に明示されていることも踏まえ、同意の署名若しく
は押印を受けてください。
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特定事業所加算（青本857ページ～）
（居宅介護支援）

〇基準の遵守状況に関する所定の記録を作成することとなっており、本市はホー
ムページにて参考様式を示しています。令和３年改定にて、「多様な主体による日
常生活全般を支援するサービス（保険給付サービス以外の保険医療・福祉サー
ビスや地域住民による自発的な活動によるサービス等）が包括的に提供されるよ
うなケアプランを作成していること」が要件に追加されました。参考様式ではなく独
自様式で月末の記録を行っている場合は、様式に不備がないか点検をお願いし
ます。

〇特定事業所加算算定事業所であることを、加算の内容も含め、利用者への情
報提供及び理解できるよう説明を行うことが求められていますので、重要事項説
明書に記載し利用申込時に説明を行うなどの対応をお願いします。

〇介護支援専門員が取り扱う利用者数については、要支援認定の方は含みませ
ん。（※市の参考様式では、「含む」となっていますが間違いです。様式も修正して
います。）
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入院時情報連携加算（青本862ページ）
（居宅介護支援）

〇情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段等について居宅サービス計画等に記録する必
要があります。本市では、居宅サービス計画等とは支援経過であると解していますので、支援経
過に、これらの記録を漏れなく行ってください。

〇緑本（P186、Q25）で、ＦＡＸ等（郵送含む）で情報提供の場合にも、先方が受け取ったことを確認
するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等（支援経過）に記録しておかなければなら
ないと示されていることから、加算算定時には、受け取り確認の記録も必要です。

よって、

といった記載が必要です。

×月×日 ●●病院 連携室 △△氏 と電話

×月×日に入院されたことにより、医療機関と情報連携のために、×月×日に郵送したケアプラン一式に
ついて、受け取られたことを確認。

もしくは、
×月×日 ●●病院にケアプラン一式を郵送
×月×日 ●●病院連携室△△氏に電話し、送付したケアプラン一式を受領したことを確認
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退院・退所加算（青本863ページ～）
（居宅介護支援）

〇退院退所加算については、面談による情報連携が必要だが、ZOOM等テレビ電話装置
等を用いた面談でも算定可能です。また、ZOOM等でカンファレンスに参加した場合に、
加算Ⅰロ・加算Ⅱロ・加算Ⅲを算定時には、入院中の医療機関と、在宅側の医療機関・
歯科医院・調剤薬局・訪問看護ステーション・介護支援専門員等のいずれか３者以上が
参加する必要があり、これらの要件を満たさないカンファレンスによる場合は、加算Ⅰイ・
Ⅱイを算定してください。

〇本加算は、医療機関職員との面談の上、利用者に関する必要な情報（青本P869の標
準様式で示されているような内容）の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、サー
ビス利用の調整を実施している場合に算定可能であるので、単に情報提供を行ったのみ
では算定できない点に注意してください。

※退院にあたり、一連の業務を行い、ケアプランを作成した場合、結果的に入院前と同じ
場合でも算定可。

病院からの情報取得後、アセスメント、原案の作成、担当者会議を実施、
病院からの情報を共有した上でプランの変更が必要となった場合は、算定可。
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感染症対策の強化

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、
以下の取組を義務づけ。（令和6年3月31日まで経過措置期間）

☞施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、

研修の実施に加え、訓練（シュミレーション）の実施

☞通所系、多機能系、居宅介護支援、介護予防支援について、

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シュミレーション）

の実施
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感染症対策の強化 （運営規程への記載例）

（衛生管理等）

第○○条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延
しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

（１）事業所における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（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい
て、介護支援専門員に周知徹底を図る。

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整
備する。

（３）事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びま
ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
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業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継
続的に提供できる体制を構築する観点から、すべての介護サービス
事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の作成、研修の実施、訓
練（シュミレーション）の実施等を義務づけ。

（令和6年3月31日まで経過措置期間）
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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、非常災害
対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求めら
れる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、
訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければな
らないこととする。

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に該当するよう配慮者利用施設について
は、避難確保計画や天草市防災危機管理課への報告、同計画に基づく避難訓練
の実施等が義務付けられています。

災害への地域と連携した対応の強化 ※通所系、施設系サービス

避難確保計画の作成等について
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業務継続に向けた取組の強化 （運営規程への記載例）

（業務継続計画の策定等）

第〇〇条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者
に対する指定○○○の提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と
いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものと
する。

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するととも
に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて
業務継続計画の変更を行うものとする。
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情報の収集（ＬＩＦＥ等）・活用とＰＤＣＡサイクルの推進

＜基準・条例＞

運営基準（省令）において以下を規定（※地域密着型通所介護の例）、市条例も同様に規定

「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介護を提供するにあたっては、
法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効
に実施しなければならない。」

※介護保険法第118条の2第1項

（市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等）

第118条の2 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康
の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報（以下「介護保険等関連情報」という。）のうち、第
1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第3号及び第4号に掲げる事項につい
て調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

1 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項

2 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項

3 訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供さ
れる当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項

4 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項
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情報の収集（ＬＩＦＥ等）・活用とＰＤＣＡサイクルの推進
（運営規程への記載例）

（事業の運営の方針）

第〇〇条 ・・・・・・

２ ・・・・・・・・

３ ・・・・・・・・

４ 事業所は、指定○○を提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１
項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に
行うよう努める。
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ハラスメント対策の強化

＜概要＞

介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護
サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事
業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。

＜基準・条例＞

運営基準（省令）において以下を規定（※地域密着型通所介護の例）、市条例も同様に
規定

「指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保す
る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で
あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就
業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ
ならない。」
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ハラスメント対策の強化 （運営規程への記載例）

（勤務体制の確保）または（その他運営に関する重要事項）等

第〇〇条 ・・・・・・

２ ・・・・・・・・

３ ・・・・・・・・

４ 事業所は、適切な指定○○の提供を確保する観点から、職場において
行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上
必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されること
を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

※併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方
針の明確化等の必要な措置を講じることも推奨されています。
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高齢者虐待防止の推進

＜概要＞

全ての介護サービス事業者を対象に、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。

（令和6年3月31日まで経過措置期間）

＜基準・条例＞

運営基準（省令）において以下を規定、市条例も同様に規定

• 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行
うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならな
い旨を規定。
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高齢者虐待防止の推進

• 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措
置に関する事項」を追加。

• 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならな
い旨を規定。

１．虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可

能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ること

２．虐待の防止のための指針を整備すること

３．従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

４．上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
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高齢者虐待防止の推進 （運営規程への記載例①）

運営規程に定めるべき事項（虐待の防止のための措置に関する事項）分

（事業の運営の方針）

第〇〇条 ・・・・・・

２ ・・・・・・・・

３ ・・・・・・・・

４ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備
を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

５ 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第１１８
条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切
かつ有効に行うよう努める。
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高齢者虐待防止の推進 （運営規程への記載例②）

（虐待防止に関する事項）

第○○条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止す
るため次の措置を講ずるものとする。

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業
者に周知徹底を図る。

（２）虐待防止のための指針の整備

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族
等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場
合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
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令和3年度介護報酬改定に伴う運営規程の取扱い

感染症対策の
強化

業務継続に向
けた取組の強
化

CHASE・VISIT情

報の収集・活用
とPDCAサイクル
の推進

ハラスメント対
策の強化

高齢者虐待防
止の推進

経過措置等
取組の義務付け
（３年の経過措置
あり）

取組の義務付け
（３年の経過措置
あり）

①運営規程に定
めるべき事項の追
加あり

②取組の義務付
け（３年の経過措
置あり）

法令等の取扱い
運営基準（省令）
改正あり

運営基準（省令）
改正あり

運営基準（省令）
改正あり

市条例の取扱い 市条例改正あり 市条例改正あり 市条例改正あり

運営規程での規
定の要否

必要 必要 必要 必要 必要

運営規程の変更
期限

R6.3.31 R6.3.31 R3.9.30 R3.9.30
①R3.9.30
②R6.3.31

変更届出書 必要 必要 必要 必要 必要
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運営規程の変更に伴う重要事項説明書の取扱い

重要事項説明書とは・・・

介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者等に対
し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者等の
サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

⇒よって、運営規程を変更した場合、重要事項説明書の内容と相違
がないか必ず確認する必要があります。

重要事項説明書の変更を行った場合は、変更内容が分かる書面を用
いて懇切丁寧に説明し、利用者等に同意を得ること（天草市では、同
意を得て交付していることが分かるように、書面への利用者等の署名
及び交付したことの記録を行うこととしています。）
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届出書に係る留意事項

＜届出書に係る取扱いの変更（令和3年4月から）＞

①押印の廃止

届出書及び添付書類への申請者の押印廃止

雇用証明書への従業者の押印廃止

②原本証明の廃止

すべての提出書類について、原本証明は不要となりました。

③提出方法

押印を廃止しましたので、メールによる提出が可能となりました。

（これまでの、郵送または持参による提出も可能です）
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届出書に係る留意事項
（参考）変更届への標準添付書類一覧

項目
変更届への標準添付書類

(すべての項目において付表は必須）
留意事項

認知症対

応型通所

介護

（予防）

小規模多

機能型居

宅介護

（予防）

認知症対

応型共同

生活介護

（予防）

地域密着

型介護老

人福祉施

設入所者

生活介護

地域密着

型通所介

護

居宅介護

支援

介護予防

支援

事業所・施設の名称及び所在地（開設の場所）

ー 【関連して変更となる可能性がある事項】

・運営規程

・事業所の平面図等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請者（開設者）の名称及び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

・登記事項証明書

・誓約書（参考様式６）

・誓約書（介護予防支援）

・（必要に応じて）研修修了証明書の写し

代表者の姓、住所または職名の変更のみの場合は、誓約書

は不要
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請者（開設者）の登記事項証明書又は条例等 ・登記事項証明書又は条例等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本体施設がある場合、当該本体施設の概要並びに施設と当

該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に

要する時間

・左記の変更内容がわかるもの

ー ー ー ○ ー ー ー

併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の

概要

・左記の変更内容がわかるもの
ー ー ー ○ ー ー ー

事業所の平面図 ・平面図（参考様式３） ー ー ー ー ー ○ ○

事業所の平面図及び設備の概要
・平面図及び設備の概要（参考様式３、参考様式

４）
○ ー ー ー ○ ー ー

建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
・建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要（参

考様式３、参考様式４）
ー ○ ○ ○ ー ー ー

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所

・組織体制図（参考例）

・（必要に応じて）研修修了証明書又は資格証の写

し

ー ー ー ○ ○ ー ○

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

・組織体制図（参考例）

・管理者の経歴（参考様式２）

・（必要に応じて）研修修了証明書又は資格証の写

し

○ ○ ○ ー ー ○ ー

運営規程

【変更事項が以下の①～③のいずれかの場合】

①従業者（職員）の職種、員数及び職務の内容

②営業日及び営業時間

③利用定員／入居定員及び居室数／入所定員

・変更後の運営規程

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様

式１－２～１－１１）

・（必要に応じて）資格証の写し

運営規程

【変更事項が上記の①～③以外の場合】

・変更後の運営規程

協力医療機関等の名称、診療科目名、契約の内容等 ・左記の変更内容がわかるもの ー ○ ○ ○ ー ー ー

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院

等との連携体制及び支援の体制の概要

・左記の変更内容がわかるもの
ー ○ ○ ー ー ー ー

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

・介護支援専門員一覧（参考様式７）

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様

式１－１１）

・介護支援専門員証の写し

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、介護支援

専門員の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可。
ー ○ ○ ○ ー ○ ー

担当職員の氏名

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様

式１－１１）

・資格証の写し

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、担当職員

の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可。 ー ー ー ー ー ー ○

※付表の記載は、不備がないようにしてください。

・管理者が「常勤」であること

・管理者が兼務する職種がある場合は、「管理者が当該事

業所で兼務する他の職種、管理者が兼務する同一敷地内の

他の事業所又は施設の名称及び兼務する職種・勤務時間

等」を変更届出書に明記すること。

（管理者の勤務状況がわかる資料（従業者の勤務の体制及

び勤務形態一覧表等）の添付でも可とする。）

○○○ ○ ○ ○ ○
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届出書に係る留意事項

☞作成・提出前に必ずホームページをご確認ください。

＜変更届、廃止・休止届、再開届＞

天草市ホームページ ＞ ホーム ＞ 分類から探す ＞ 健康・福祉・子育て

＞ 福祉・介護 ＞ 介護 ＞ 地域密着型サービス事業所等が指定（更新）を

受けた後名称などを変更した場合は届出が必要です。

＜体制届＞

天草市ホームページ ＞ ホーム ＞ 分類から探す ＞ 健康・福祉・子育て

＞ 福祉・介護 ＞ 介護 ＞ 介護保険 ＞ 介護給付費算定に係る体制届に

ついて（令和3年度以降用）
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業務管理体制の整備について

【事業者が整備する業務管理体制】

【業務管理体制整備の確認検査】

事業所数 整備すべき事項

１以上２０未満 ①法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満
①法令遵守責任者の選任
②法令遵守規程の整備

１００以上
①法令遵守責任者の選任
②法令遵守規程の整備
③法令遵守に係る監査の実施

一般検査
届出のあった体制の整備・運用状況を確認するため定期的に実施
※天草市では、指定更新手続き時に併せて書面検査にて実施します。（令和3年7月
更新分から）

特別検査 指定取り消し処分相当事案が発覚した場合に実施
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業務管理体制の整備について

【整備に関する届出先】
区分 届出先

指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄地域に所
在する事業者

厚生労働大臣

指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以
下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

全ての事業所等が1つの都道府県の区域に所在する
事業者

（例） 事業所等が「熊本県内のみ」に所在する事業
者、居宅介護支援事業所のみの事業者

都道府県知事

（例） 熊本県知事

全ての事業所等が１つの指定都市の区域に所在す
る事業者

指定都市の長

地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で、
全ての事業所等が1つの市町村内に所在する事業者

（例） 事業所等が「天草市内のみ」に所在する事業
者

市町村長

（例）天草市長
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