
介護サービス事業者等に対する運営指導における指導事例

【報酬算定基準】

項目 関連サービス 現状及び問題点 指導事例 根拠等
基本報酬 訪問介護 　自家用自動車有償運送の許可を受けていない者が

有償運送を行っている。
　自家用自動車による有償運送は、許可を得ている
者が行うこと。
　なお、有償運送許可を得ていない者による運送を
伴うサービスは、介護報酬の対象とならないことか
ら、これに該当する過去５年間のサービス提供分に
ついて、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

※　介護輸送に係る法的取扱いについて
（H18.9.29老健局振興課事務連絡）
※　道路運送法施行規則第51条の16

基本報酬 訪問介護 　一部の利用者について、訪問介護計画を作成せず
に報酬を請求している。

　訪問介護計画の作成に当たっては、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（アセスメント）、これに
基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する
訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサー
ビスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにす
ること。
　なお、計画が作成されていない期間は適正なサー
ビスが提供されたとは認められないことから、過去5
年間分の全利用者について自主点検の上、過誤調整
を行うこと。

※　青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準等を定める条例第26条
※　逐条解釈

基本報酬 地域密着型
通所介護

　一部の利用者について、地域密着型通所介護計画
が作成されていない期間がある。

　サービスの提供に当たっては、地域密着型通所介
護計画に基づき適切に行うこと。
　なお、当該計画を作成せずに提供したサービス
は、適正なサービスと認められないため、過去5年間
の全件について自主点検の上、過誤調整を行うこ
と。

※　青森市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等を定める条例第
61条の10
※　逐条解釈

訪問系サービス・・・訪問介護、（介護予防）訪問入浴、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
短期入所サービス・・・（介護予防）短期入所、（介護予防）短期入所療養介護
施設サービス・・・介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
居住系サービス・・・（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）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
通所系サービス・・・通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護
多機能系サービス・・・（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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介護サービス事業者等に対する運営指導における指導事例

【報酬算定基準】

項目 関連サービス 現状及び問題点 指導事例 根拠等
基本報酬 居宅介護支援 　居宅サービス計画（ケアプラン）の作成に当た

り、利用者が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や、居宅サービス
計画原案に位置付けた居宅サービス事業者等を選定
した理由の説明を求めることが可能であることにつ
いて、一部の利用者へ口頭による説明のみで行われ
ている。

　利用者の意思に基づいた契約であることを確保す
るため、利用者が介護支援専門員に対して複数の居
宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅
サービス計画原案に位置付けた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
等について説明を行う際には、文書を交付し説明を
行うとともに、理解したことについて必ず利用申込
者から署名を得ること。
　文書を交付して説明を行っていない場合には、平
成30年4月1日以降のケアプラン見直し時から当該
状態が解消されるに至った月の前月まで、運営基準
減算として所定単位数の100分の50に相当する単位
数を算定し、運営基準減算が2月以上継続している場
合は、所定単位数を算定しないこと。
　なお、全利用者について自主点検を行い、過誤調
整を行うこと。

※　青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準等を定める条例第8条
逐条解釈
※　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（H12.2.10厚生省告示第20号）
※　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について第3の6

基本報酬 居宅介護支援 　居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、
利用申込者又はその家族に対し、前6月間に居宅介護
支援事業所において作成された居宅サービス計画の
総数のうちに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事業者によって提供さ
れたものが占める割合等について説明を行っていな
い。

　利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特
定の事業者に不当に偏することのないよう、前6月間
に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問
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）等について説明を行う際には、文
書を交付し説明を行うとともに、理解したことにつ
いて必ず利用申込者から署名を得ること。
　文書を交付して説明を行っていない場合には、平
成30年4月1日以降のケアプラン見直し時から当該
状態が解消されるに至った月の前月まで、運営基準
減算として所定単位数の100分の50に相当する単位
数を算定し、運営基準減算が2月以上継続している場
合は、所定単位数を算定しないこと。
　なお、全利用者について自主点検を行い、過誤調
整を行うこと。

※　青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準等を定める条例条例第8条
逐条解釈
※　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（H12.2.10厚生省告示第20号）
※　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について第3の6

訪問系サービス・・・訪問介護、（介護予防）訪問入浴、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
短期入所サービス・・・（介護予防）短期入所、（介護予防）短期入所療養介護
施設サービス・・・介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
居住系サービス・・・（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）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
通所系サービス・・・通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護
多機能系サービス・・・（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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介護サービス事業者等に対する運営指導における指導事例

【報酬算定基準】

項目 関連サービス 現状及び問題点 指導事例 根拠等
看取り介護加算 （介護予防）認知

症対応型共同生活
介護

　看取り介護加算について、看取りに関する職員研
修を実施しておらず、加算の算定要件を満たしてい
ない。

　看取り介護加算については、看取りに関する職員
研修を行っていること。
　なお、算定要件を満たしていない期間について
は、加算の算定は認められないため、過去５年間の
全件について自主点検を行い過誤調整を行うととも
に、加算が算定されなくなる旨を市（介護保険課）
へ届け出ること。

※　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（H18.3.14厚生労働省告示第
126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第2の6
（7）

特定事業所加算 訪問介護 　特定事業所加算（Ⅱ）を算定しているが、以下の
要件を満たしていない。
　・一部の訪問介護員等ごとの研修計画を作成
　　していない。
　・一部の訪問介護員等に対し健康診断を定期
　　的に実施していない。

　特定事業所加算（Ⅱ）を算定する場合は、備考欄
の告示及び通知に定める要件を確実に満たすこと。
　なお、加算の算定要件を満たしていない期間につ
いては、加算の算定は認められないため、過去５年
間の全件について自主点検の上、該当する期間の当
該加算について過誤調整を行うこと。

※　厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23厚生
労働省告示第95号）
※　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項について（以下「留意
事項通知」という。）第2の2（1２）
（H12.3.1老企第36号厚生省老人保健局企画課
長通知）

個別機能訓練加算 通所介護 　個別機能訓練加算を算定しているが、以下の要件
を満たしていない。
　・一部の利用者について、居宅サービス計画
　　に機能訓練について位置づけがないが、個
　　別機能訓練を実施し加算を算定している。
　・３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問
　　し、利用者の居宅での生活状況の確認を行
　　い、利用者又はその家族に対して個別機能
　　訓練の実施状況や個別機能の効果等につい
　　て説明を行っていない。
　・個別機能訓練加算の算定要件に改正があっ
　　た令和３年４月１日以降の利用者につい
　　て、個別機能訓練計画の見直しがされてい
　　ない。

　個別機能訓練加算を算定する場合は、個別機能訓
練計画を作成後、３月ごとに１回以上、利用者の居
宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活
状況をその都度確認するとともに、当該利用者又は
その家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等
を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し
等を行うこと。
　なお、算定要件を満たしていない期間について
は、加算の算定は認められないため、過去５年間の
全利用者について自主点検を行い過誤調整を行うこ
と。

※　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（H12.2.10厚生省告示第19号）
※　留意事項通知第2の7（11）
※　リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管
理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示について
（R3.3.16老認発0316第3号老老発0316第2
号）

訪問系サービス・・・訪問介護、（介護予防）訪問入浴、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
短期入所サービス・・・（介護予防）短期入所、（介護予防）短期入所療養介護
施設サービス・・・介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
居住系サービス・・・（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）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
通所系サービス・・・通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護
多機能系サービス・・・（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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介護サービス事業者等に対する運営指導における指導事例

【報酬算定基準】

項目 関連サービス 現状及び問題点 指導事例 根拠等
介護職員処遇改善

加算
地域密着型
通所介護

（介護予防）認知
症対応型共同生活

介護

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定しているが、
市（介護保険課）に届け出ている介護職員処遇改善
計画書に基づく実施が不十分である。
　・賃金改善を行う方法等について、介護職員
　　処遇改善計画書を用いた従業者への周知が
　　されていることが確認できない。
　・処遇改善加算の算定要件（キャリアパス要
　　件）について、介護職員処遇改善計画書に
　　定めた事項が就業規則若しくは給与規程等
　　に明確に示されていない。

　介護職員処遇改善加算の算定に当たっては、市
（介護保険課）に届け出ている介護職員処遇改善計
画書に基づく取組みを実施すること。
　また、事業所における賃金改善を行う方法等につ
いて、介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知
するとともに、就業規則等の内容を見直し、全職員
に周知すること。
　なお、介護職員から加算に係る賃金改善に関する
照会があった場合は、当該職員についての賃金改善
の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回
答すること。

※　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（H18.3.14厚生労働省告示第
126号）
※　介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え
方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
（R3.3.16老発0316第4号）

介護職員処遇改善
加算

通所介護
（介護予防）認知
症対応型共同生活

介護

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を算定しているが、
市（介護保険課）に届け出ている介護職員処遇改善
計画書に基づく取組み内容について職員へ周知がさ
れていることが確認できない。

　介護職員処遇改善加算の算定に当たっては、市
（介護保険課）に届け出ている介護職員処遇改善計
画書に基づく取組みであるキャリアパス要件
（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、職場環境等要件につい
て、介護職員処遇改善計画書を用いて全職員に周知
すること。

※　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（H12.2.10厚生省告示第19号）
他
※　介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え
方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
（R3.3.16老発0316第4号)

訪問系サービス・・・訪問介護、（介護予防）訪問入浴、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
短期入所サービス・・・（介護予防）短期入所、（介護予防）短期入所療養介護
施設サービス・・・介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
居住系サービス・・・（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）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
通所系サービス・・・通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護
多機能系サービス・・・（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
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