
令和元(2019)年度地域密着型サービス（総合事業）事業者集団指導資料

1
消火器の使用期限が過ぎていた。規則第56条の4のとおり、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備・備品
を備えなければならないため、法令に適合するように見直すこと。
【那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める規則第56条の4】

2
静養室について、ベッド周りに物が積み上げられていた。落下した際にけがの恐れがあるため、整理整頓するこ
と。

3

運営規程の掲示について、事務所脇通路に掲示しているが、利用者の出入りがあまりない場所とのことだった。
規則第56条の36準用32条のとおり、事業所の見やすい場所に掲示しなければならないため、利用者の出入りが多
い玄関付近等に掲示するよう検討すること。
【那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める規則第56条の36準用32
条】

4
洗面所において、掃除用に歯ブラシを置いていた。利用者が誤って利用する可能性もあるため、他の清掃用具と
同様に利用者の手の届かないところに置くこと。

5
脱衣所の洗面台において、手拭き用タオルが共用となっていた。感染症予防等のため、紙タオルや個別タオルを
使用すること。

6
洗面所に漂白剤で消毒のため、おしぼりをつけ置きしているバケツが置いてあった。また台所には食器用の洗剤
が出したままになっていた。誤飲の可能性もあるため、使用していない時などは利用者の手の届かないところに
置くこと。

1
運営規程を変更後、市へ変更届を提出していなかった。変更があった日から10日以内に市へ届出を行わなければ
ならないため、速やかに届出を行うこと。

2

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型介護従業者の質の向上のために、その研修の機会を確保しな
ければならないが、事業所内研修を行っておらず外部研修の参加も無いとのことだった。そのため、年間研修計
画をたて、事業所内研修の実施及び外部研修の積極的な参加に努めること。また研修内容について記録を残し、
参加できなかった従業者へも周知すること。

3
前管理者の残務が整理されていないところが多く見受けられた。書類の不備や記録が無い等について、全容を把
握するように努めること。何が足りなくて、次回何を行うべきかを整理し、改善を進めること。

4
被保険者証について、写しを保管していない利用者がいた。サービス提供にあたり、被保険者証により受給資
格、要介護認定の有無や有効期間等の確認が必要であるため、被保険者証の写しを事業所で保管すること。

5
利用者と相談して定期的に外出レクを行っているとのことだったが、行事予定や実施記録を作成していなかっ
た。参加者や実施日等が分かるようにその内容を記録すること。なお、一部の利用者に偏らないように、複数日
設けるなど工夫をして実施すること。

6
ケアプランの短期目標と長期目標の内容が、同一の事例が認められた。ニーズを達成するための長期目標と、長
期目標を達成するための短期目標を明確化し、計画的支援に結びつけられるよう今後目標内容を検討すること。

7

ケアプランと介護サービスの内容で整合性のとれていない事案があった。ケアプランに沿って個別サービス計画
を作り、その個別サービス計画に従って介護サービスを提供しなければならない。そのため、ケアプランに沿っ
たサービス提供を行うこと。また、ケアプランの変更の必要等が生じた場合は、サービス担当者会議で協議し、
その議事録を事業所で保管すること。

令和元年度実地指導の結果について

【地域密着型サービス共通】

〇設備

〇運営
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8
食費について、一部の利用者の食費が運営規程とは異なる金額になっていた。他の利用者へも同様の対応となる
よう、金額設定について検討し利用者へ周知すること。

9
各種マニュアルについて、事故発生時対応マニュアルでは事故発生時の連絡体制に元職員が載ったままになって
いたり、苦情対応マニュアルでは苦情受付担当者が空欄となっていた。そのため、貴事業所の業務内容と整合性
を図り定期的に見直しを行うこと。また、修正後は職員へ周知すること。

10
ボランティアに係る記録について、受け入れた記録が一部作成されていなかった。受け入れた際には、業務日誌
等に記録を残すこと。

11
各種マニュアルについて、以前所属していた部署から引き続き使用しているとのことだが、以前のまま、見直し
をせずに使用していた。そのため定期的な見直しや従業者への周知徹底を図ること。

12
薬の服薬管理について、薬を与薬した旨の記録を残していなかった。服薬事故防止のため、与薬の記録を残し、
服薬漏れ等速やかに確認できるようにすること。

13
運営規程及び重要事項説明書について、平成３０年８月より利用者負担割合が１～３割に変更になったが、修正
されていなかった。また、運営規程と重要事項説明書では、職員研修の開催回数について違いがあった。そのた
め、速やかに修正すること。

14
苦情・相談記録簿について、記録者が記載してファイルに綴っていた。他の従業者にも情報共有し、再発防止の
ため、決裁欄を設け管理者へ報告すること。

15

会計の区分について、事業所ごとに経理を区分するとともに、地域密着型通所介護の事業の会計とその他の事業
の会計を区分しなければならないが、区分されていなかった。
そのため、平成１３年３月２８日付老振発第１８号の通知を参考に、基準に則した取扱いとなるよう検討するこ
と。

16
業務日誌について、記録者の氏名の記載が無かった。各記録は、適正なサービス提供がされているかの確認のほ
か、職員間の情報共有や緊急時の資料ともなるため、記録した職員を明らかにすること。また、管理者の責務と
して、業務の実施状況の把握のため、管理者が内容を確認し、確認後押印等すること。

17
第１表居宅サービス計画書（１）の利用者及び家族の生活に対するの意向や、モニタリングシートの利用者・家
族の希望の内容について、再アセスメント後も同じ意見が一言一句変わらずに記録されていた。利用者及び家族
の意向に変化が無いとの説明だったが、利用者や家族が発した言葉や意見を取り入れて記載すること。

18
訪問に行った際の、実施記録が備えていなかった。サービスを提供したという記録以外にも、利用者の状態を記
録することで、情報共有のツールにもなる。また介護報酬算定の根拠となるため、速やかに作成すること。

19
利用開始後の日付で、利用契約を交わしている事案があった。サービス内容や重要事項を説明し、同意を得てか
らサービスを提供すること。

20
外部評価について、改善計画の内容が変わらない項目がある。改善計画の内容について精査し、少しずつでも改
善を図ること。

21
預り金の管理について、出納帳にて管理し、利用者家族に内容を確認してもらっているとのことだが、認め印を
もらっていなかった。定期的に家族に確認してもらったことが分かるように、認め印をもらうこと。また、領収
書については、写しをとり原本は返却すること。

22 期限切れの負担割合証の写しを、事業所で保管していた。新しいものに更新すること。

23
重要事項説明書の事業所の説明者について、内容を説明した者が空欄のままで契約している契約書が数件あっ
た。契約に際して、誰が重要事項を説明したのかを明らかにするため、必ず説明者の記載をすること。



24
事故報告書や行事計画書に管理者及び報告者の押印が漏れていた。責任の所在を明らかにするため、速やかに修
正すること。

25
業務日誌から個別の介護記録への転記が漏れているものがあった。介護記録は利用者の最新の状態を記録し、職
員間で情報の共有を図るためのものであり、万が一の事態には証拠として備えるなどの役割を担っている。その
ため、記録を整備しておくこと。

26

利用者の入居に際して、認知症であることの確認をしなければならないが、認知症であることの確認ができない
利用者がいた。
入居前に主治医の診断書等により入居申し込み者が認知症である者であることの確認をし、その写しを保管する
こと。

27
居宅サービス計画書について、第１表から第３表までをまとめて利用者及び家族に説明し、第１表に署名・押印
をもらっているが、第２表、第３表の署名・押印欄には、署名・押印がされていなかった。署名・押印欄の設定
について様式を整理し、必要に応じて、設定した欄については署名・押印をもらうこと。

28
看護記録の内容に一部転記誤りが見られた。看護記録は利用者の最新の状態を記録し、職員間で情報の共有を図
るためのものであり、万が一の事態には証拠として備えるなどの役割を担っているため、記録の修正を行うこ
と。

29
文章の訂正に修正テープが用いられていた。訂正前の内容が分かるように、修正は見え消しと訂正印で行うこ
と。

30
運営規程及び重要事項説明書について、食費等の変更があったが、市へ変更届を提出していなかった。変更が
あった日から１０日以内に市に届出を行わなければならないため、速やかに届け出ること。また、平成３０年８
月から利用者負担割合が１～３割に変更になったが修正されていなかったため、修正し掲示すること。

31
重要事項説明書の個人記録の保存期間が、２年間になっていた。市規則第１２１条第２項のとおり、完結の日か
ら５年間保存に変更すること。

32
各種委員会の議事録について、復命書を作成し他の職員に情報共有していたが、会議資料の添付がなされていな
かった。情報共有の観点から、報告書と併せて会議資料の内容も周知すること。

33
レクリエーションやお出かけの実施記録が、全て管理者により記録されていた。より正確な記録を残すため、担
当職員が記録を作成し、管理者が内容確認を行う体制に整えること。

34
車両運行記録について、一部運行の記録が漏れていた。業務に係る記録は、職員間で情報の共有を図るためのも
のであり、万が一の事態には証拠として備えるなどの役割を担っているため、記録の修正を行うこと。

35
一部の利用者において、契約日より先に居宅サービス計画書が作成されていた。計画書は、サービス利用申込の
受付後、課題分析（訪問・面接）及び市町村や居宅サービス事業者等とのサービス調整を実施した上で作成され
るものであることから、適切な経過を辿り計画書の作成に当たること。

36

介護計画に記載されている援助内容の頻度の表現について、生活行為の回数や基本的な動作などの数値を使う
等、より具体的で客観的な評価ができる指標を用いることが望ましいが、「適宜」という表現を使っている介護
計画が見受けられた。適宜は担当者の主観で評価が変わってしまう表現であるため、具体的な表現にすること。
なお、表現については、計画立案担当者間で相談されたい。

37
居宅サービス計画書及び小規模多機能型居宅介護計画書について、更新前の内容を継続としているものが多く見
られた。また、目標や提供内容に抽象的な表記が用いられていた。計画書は誰が見ても分かりやすいものが望ま
しいことから、利用者一人ひとりの個別性や変化を意識し、より具体的な内容となるよう検討すること。



1
雇用契約について、他の事業所の職員として雇用契約している職員が、介護従業者として勤務していた。労働契
約法第４条のとおり従業者は雇用契約によって管理者の指揮命令下にあることが必要であるため、速やかに書面
にて雇用契約を結び、その内容を明らかにし事業所で保管すること。

2 有給休暇簿が整備されていなかった。勤務実績を客観的に把握するため備えておくこと。

3

勤務表について、生活相談員や介護職員等の兼務が不明確な職員がいた。地域密着型通所介護の基準において、
事業者は、利用者に対し適切な介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ
ならない。原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、生活相談員、介護職員及
び機能訓練指導員の配置、管理者などの兼務関係等を明確にし、勤務の体制を定める勤務表を据え置くこと。

4
職員の研修について、復命を作成しているが、参加できなかった職員への情報共有がなされていなかった。他の
職員との情報共有を図るため、決裁欄を設けて回覧すること。

5

勤務表について、他の事業所と兼務している職員が、どの職種で何時間の勤務なのかが不明確な職員がいた。地
域密着型通所介護の基準において、事業者は、利用者に対し適切な介護を提供できるよう、事業所ごとに従業者
の勤務の体制を定めておかなければならない。原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間、常勤・非
常勤の別、生活相談員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者などの兼務関係等を明確にし、勤務の体制
を定める勤務表を据え置くこと。

6
雇用契約書について、契約日の未記入や、就業後に雇用契約を結んでいるのが一部確認できた。雇用契約を結ぶ
上で必要な事項であるため、記入すること。

7 勤務実績表において一部誤りがあった。勤務実績を正確に把握するため、整合性を図ること。

8
管理者は原則として常勤専従である者を置かなければならず、夜勤及び介護業務は管理上支障がない範囲で認め
られる。現在、夜勤勤務が月4～6回であり、管理業務に支障をきたす恐れがあるため、現在の勤務形態について
見直しをすること。

9
介護職員がユニット毎に固定配置していなかった。利用者と馴染みの関係を保つ観点から介護職員はユニットご
との固定配置とすること。

10
連続して夜勤をしている職員がいた。職員の身体の負担を考慮し、連続して夜勤とならないようにシフトを組む
こと。

11

管理者が計画作成担当者と介護職を兼務している。管理者は原則として常勤専従であるものを置かなければなら
ず、管理上に支障がない場合に、他の職務への従事も認められている。また、介護支援専門員についても、利用
者の処遇に支障がない場合に、他の職務への従事も認められていることから、各々の業務量や内容について考慮
し、管理者及び介護支援専門員に要する時間の確保に努めること。

12
毎月開催の内部研修について、ほとんどが管理者主体で実施されていた。職員の資質向上の観点から、管理者以
外の職員が主体となって研修を実施する機会を設けるよう検討すること。

13 業務を兼務する者について、労働通知書に兼務業務が記載されていなかった。実状に合わせて修正を行うこと。

14
休暇簿及び勤務実績表において、記入漏れが見られた。勤務実績を客観的に把握するために必要な書類であるた
め、修正すること。

〇人員



15
休暇簿及び勤務交代簿において、修正ペンが使用されていた。また、今は改善されているが、業務日誌等にも修
正ペンが使用されていた。各種書類は修正前の内容が確認できるよう、見え消しと訂正印で行うこと。

16
夜勤者について、引継ぎ時間が勤務時間内に設けられていなかった。シフトの時間をずらすなど検討し、引継ぎ
時間を確保すること。

17
勤務表及び実績において、１日の人員配置基準を満たしていない日があった。緊急を要する事態にも対応できる
ようシフトの見直しを行うこと。

18
運営規程について、平成３０年８月から利用者負担割合が１～３割に変更になったが修正されていなかったた
め、修正し掲示すること。

19
重要事項説明書や契約書の日付が未記入のものが散見された。また、計画書の作成日の記載に誤りがあり、同意
日との整合性がないものが見られたため、修正を行うこと。

20
自己負担割合証及び計画書が別の利用者のファイルに保管されていたものがあった。利用者個人についての記録
及び資料は、適切に整理し管理すること。

21
服薬管理簿について、服薬の要否、実施の有無が確認できるようになっていたが、服薬担当者が確認できなかっ
た。服薬担当者欄を設けるなど、客観的に見て担当者が分かるよう記録を残すこと。

22 利用者自己負担分の領収書において、加算名の記載誤りが見られたため修正を行うこと。

23
一部の利用者の預かり金において、預かり金等管理依頼書の提出が確認できなかった。管理規定に則り、適切に
管理を行うこと。

1

個別機能訓練加算Ⅱの算定について、当該加算を算定するにあたり、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を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を
含む。）や進捗状況等を説明し記録しなければならないが、居宅への訪問した記録が送迎日誌にのみの、記載で
あった。個別機能訓練や、居宅訪問時の進捗説明の内容は利用者ごとに記録し保管しているため、それらと同様
に利用者ごとに記録し保管しておくこと。

2
個別機能訓練加算Ⅱの目標について、短期目標と長期目標の内容が見直し後も同一のままなものが認められた。
加算の要件に合った目標設定を行い、目標が長期間未達成の場合には、段階的な目標に変更するなどの見直しを
行うこと。その際、具体的かつ分かりやすい目標とするなど検討すること。

3
個別機能訓練加算Ⅱの個別機能訓練の記録について、全体で実施した機能訓練の内容しか記録されていなかっ
た。個別に実施した機能訓練の内容も、利用者ごとに記録すること。

4

生活機能向上連携加算について、３か月ごとに理学療法士等のアセスメントが実施されていることは紙面上確認
ができたが、介護計画を６か月で立案されているものがあった。３月を超えて加算を算定する場合は、アセスメ
ントに基づき介護計画を見直す必要がある。３か月ごとの見直しをした結果、この介護計画を立案したという流
れが記録上確認できるよう、紙面に残すこと。

〇加算



5
認知症加算（Ⅱ）について、加算要件を満たす利用者への算定漏れが見られた。他利用者との公平性を鑑み、今
後について速やかに加算算定の対応をすること。なお、その際は利用者及び家族へ説明し同意を得ること。

〇所感及び他事業所の規範となる事項

1
献立について、利用者全員にリクエストを伺うようにしてメニューに反映しているなど、利用者が意見を言いや
すい環境作りがなされていた。

2 前回の実地指導における指導事項については、改善されていた。

3
施設内は整理整頓されており、快適な場所での介護サービスの提供に心掛けていた。また、浴室やトイレなどの
水回りも掃除が行き届いており清潔に保たれていた。

4
薬の管理について、施錠された場所で保管し、飲み忘れや誤飲の事故防止の為に二重確認を行っており、安全な
管理が行われていた。

5 利用者の意向を尊重し、個々との関わりが強く、利用者と良好な関係を築いている。

6
職員研修について、職員が持ち回りで講師を行うなど、活発に行っていた。また外部講師も招くなど、職員の質
の向上に向けて真摯な態度がみられた。

7
ヒヤリハットについて、再発防止策を詳細に検討しており、その結果を職員へ周知し、また事例検討するなど、
再発防止に向けて取り組んでいることが分かった。

8 利用者からの要望があり一緒に昼食作りを行ったりと、利用者の意向を尊重し良好な関係を築いている。

9
実地指導に際し各種書類の準備を求めたが、分かりやすく分類されて整理されており、円滑に進めることができ
た。

10 業務日誌等の記録について、以前よりも記入し易いように工夫するなど、事業所の改善する姿勢が見られた。

11 緊急時対応マニュアルが事例ごとに細かく分かれており、対応方法も細かく明記されていた。

12 書類の管理について、事務室にて一括で施錠管理しており、個人情報等の管理意識が高かった。

13 業務日誌やバイタルチェック表について、利用者の状態が分かるように一括の様式に工夫されていた。

14
施設内は整理整頓されており、快適な場所での介護サービスの提供に心掛けていた。また、浴室やトイレなどの
水回りも掃除が行き届いており清潔に保たれていた。

15 服薬の管理について、服薬前後に二重チェックを行い事故が起こりにくい環境をつくっていた。



16
地域との交流について、事業所の消防訓練に自治会の方や民生委員の方が参加していて地域との交流が図られて
いた。

17
預り金の管理について、利用者個人の預り金袋の中に、帳簿と現金を保管していた。帳簿への出納記録は丁寧に
記載されており、定期的に管理者が帳簿と残金を確認していた。また、定期的に家族への報告も行っており、個
人の財産管理が適切に行われていた。

18 日頃より利用者に目を配り、利用者一人ひとりの個別性が反映されたケアプランが作成されていた。

19 業務内容が細部まで規定されており、職員に寄らず一貫したサービス提供ができるよう工夫していた。

20
服薬担当など、日替りで業務担当職員を設けており、職員が責任感を持って各業務に当たる環境づくりをしてい
た。

21
常に利用者に目が行き届いており、職員間の申し送りも正確にされているため、ヒヤリハットや事故を未然に防
止できている。

22 地域との交流について、自治会行事にも参加するなど地域との交流が図られていた。

23
業務日誌類様式の見直しがされており、改善の姿勢が見られた。また委員会議事録などの記録も細かく記されて
いた。

24

居宅サービス計画の内容のほかに、小規模多機能型居宅介護計画書では、利用者の「楽しみ」に関する計画が作
成されていた。また、計画の経過記録もレクの様子など具体的に記されていた。今後も継続して利用者に寄り
添った計画を作成するとともに、さらに小規模多機能型居宅介護の地域とのつながりを活かした計画を作成する
よう努められたい。


