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※居宅介護支援事業・介護予防支援事業のみ抜粋
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基本・具体的取扱方針　３件

業務継続計画の策定等　３件

感染症の予防及びまん延防止のための措置　3件

虐待の防止　３件

内容及び手続の説明および同意　２件

運営規程　２件

勤務体制の確保等　１件

秘密保持等　１件

記録の整備　１件 合計　１９件

４事業所
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• 伊勢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（平成30年3月31日条例第21号）

• 伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等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を定める条例（平成27年3月24日条例第14号）

伊勢市　
条例

• 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　厚労省令第38号）

• 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等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3月14日厚生労働省令第37号）

指定基準

• 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2月10日厚生労働省告示第20号）

• 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省告示第129号）報酬基準

• 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）

• 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準について（平成18年3月31日　老振発第0331003号・老老発第0331016号）

解釈通知

• 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（平成12年3月1日老企第36号）

• 指定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（平成18年3月
17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）

留意事項
通知

Ｑ＆Ａ

⇒　⇒【伊勢市ＨＰ】　　ホーム＞市政情報＞市の条例・規則＿伊勢市例規集

⇒　⇒【厚生労働省ＨＰ】　ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉
＞介護サービス関係Ｑ＆Ａ

以下条例と

表記します。

以下【予防】条例と

表記します。

http://reikisyu.ise.mie.jp/ise/reiki_taikei/r_taikei_08_02_02.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
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昨年度の実地指導結果に基づき、
多かった指導事項やその他留意事項を
抜粋してご紹介します。

★紹介する指定基準及び加算・減算にかかる要件は一部を抜粋したものです。
　詳しくは解釈通知及び留意事項通知等をご確認ください。



第１項
　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。

第２項
　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。
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第３項
　指定居宅介護支援事業者は、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
定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏
することのないよう、公正中立に行われなければならない。

第４項
　指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援セン
ター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援
事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければな
らない。
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第１項
　指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行わ

れるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

第２項
　指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を
行い、常にその改善を図らなければならない。
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指定居宅介護支援の方針は、
基本方針（第４条）及び基本取扱方針（第15条）に基づき、
第１号から第30号までに定めるところによる

第１号から第30号に規定されている項目から
昨年度の指導実績に基づき、抜粋してご紹介いたします。
他の項目については、条例（伊勢市ホームページに掲載）を確認してくだ
さい。
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予防支援についても同様に該当する場合は、右肩に【介護予防含む】と表示しています。



居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、

介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、
当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて
居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
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　介護給付等対象サービス以外のサービスの例）

　市の保健師による訪問指導等の保健サービス
　市の施策による配食等のサービス
　地域住民による見守り、配食、会食等の自発的な活動によるサービス
　精神科訪問看護等の医療サービスはり師・きゅう師による施術　など

【介護予防含む】



①　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には、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。

②　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主治の医師等
　に交付しなければならない。

③　介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医
　療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の
　医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定
　居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治
　の医師等の医学的な観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊
　重してこれを行うものとする。
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【介護予防含む】



※主治の医師等の意見及び指示の内容について、
　居宅サービス計画書や支援経過に記載し、居
　宅サービス計画を主治の医師等へ交付してくだ
　さい。

※主治の医師等へ当該計画を交付したことを記
　録してください。

※主治の医師等との連携については、伊勢地区在
　宅医療・介護連携支援センター「つながり」が作
　成されている「伊勢地区における主治医と介護
　支援専門員連携シート」もご活用ください。
【参考】

伊勢地区在宅医療・介護連携支援センター「つながり」ＨＰ

https://tsunagari-ise.com
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https://tsunagari-ise.com


①　事業者は、サービス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、利用申込者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（説明書やパンフレット等）を交付して説明を行い、サービス提供の開始に
　ついて利用申込者の同意を得ること。
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〇重要事項の例
　・ 運営規程の概要
　・ 介護支援専門員（担当職員）の勤務体制
　・ 秘密の保持
　・ 事故発生時の対応
　・ 苦情処理の体制　など

【介護予防含む】

※説明・同意について
　書面で説明・同意を行う場合は、その内容
について理解し、同意をしたことについて、

必ず利用申込者から署名を得ること。
（電磁的方法による場合を除く）

　また、従来のとおり押印により確認を受け
ることも可能。



②　事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、下記のことを説明すること。

ア） 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ
ること

イ） 利用者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の選定
理由の説明を求めることができること

ウ） 前６月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着
型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランの数
が占める割合及び訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用
具貸与の各サービスごとの回数のうち同一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）　【令和３年度改正】
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　事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程として次に掲げる事
項を定めること。

① 事業の目的及び運営の方針
② 職員の職種、員数及び職務内容
③ 営業日及び営業時間
④ サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
⑤ 通常の事業の実施地域
⑥ 虐待防止のための措置に関する事項
⑦ その他運営に関する重要事項
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※内容が変更になった場合は、更新してください。
また、定期的に内容を見直してください。

【介護予防含む】



 適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われるセクハラ又はパワハラ等により、
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ずること

　＜講ずべき措置の具体的内容＞
（ア） 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
（イ） 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制整備
（ウ） 顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために必要な体
　　制整備（推奨）

※厚生労働省ＨＰ参照
　介護職場におけるハラスメント対策　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
　（介護職場におけるハラスメント対策マニュアル、管理職・職員向け研修のための手引き）
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【介護予防含む】
令和３年度改正

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html


① 感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受

　けられるよう、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講
　じること

② 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こと（年１回以上）

③ 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
　行うこと

※令和６年３月31日までの努力義務とする経過措置あり（令和６年４月１日より義務化）
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【介護予防含む】令和３年度改正



（ア） 感染症にかかる業務継続計画の記載内容
① 平時からの備え（体制構築・整備）、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品
　の確保等）
② 初動対応
③ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者と
　の情報共有等）

（イ） 災害に係る業務継続計画
① 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した
　場合の対策、必要品の備蓄等）
② 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
③ 他施設及び地域との連携
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【介護予防含む】



＜介護施設・事業所における業務継続計画（BCP)作成支援について＞

　介護施設・事業所における業務継続計画の作成を支援するために厚生労働省が

開催した研修の資料（介護施設・事業所における業務継続ガイドライン、様式
ツール、ひな形等）及び研修動画がホームページで掲載されていますので、業務継
続計画を作成・見直しする際の参考にしてください。

※厚生労働省ＨＰ
　介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou
reisha/douga_00002.html
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【介護予防含む】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


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、従業者に周
　知徹底を図ること
　※委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

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こと

③ 事業所において、従業者に対し、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こと（年１回以上）

※令和６年３月31日までの努力義務とする経過措置あり（令和６年４月１日より義務化）
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【介護予防含む】令和３年度改正



＜感染症の予防及びまん延防止のための指針について＞

指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定すること。

【規定について想定される内容】
○平常時の対策・・・事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアに係る感染対策（手洗

い、標準的な予防策）等
○発生時の対応・・・発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村に

おける事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告

　それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」
（下記のまとめページに最新情報の掲載あり）を参照してください。

※厚生労働省ＨＰ
　介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis
ha/taisakumatome_13635.html
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【介護予防含む】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


① 従業者が退職した後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利
　用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、雇用時に秘密を保持
　すべき旨を取り決めておくなど、必要な措置を講じること。

② サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同

　意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あら
　かじめ文書により得ておくこと。

※利用者の代筆者としての署名（記名押印）等と利用者家族としての個人情報
の使用同意は別であることに留意すること
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【介護予防含む】



　利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待の未然防止、早期発見、迅
速かつ適切な対応の観点から、次に掲げる措置を講じること。

※令和６年３月31日までの努力義務とする経過措置あり（令和６年４月１日より義務化）

① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会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
　※委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

〇虐待防止検討委員会における具体的な検討事項（想定）
　（ア） 委員会その他事業所内の組織に関すること
　（イ） 虐待の防止のための指針の整備に関すること
　（ウ） 虐待防止のための職員研修の内容に関すること
　（エ） 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
　（オ） 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に
　　　関すること
　（カ） 虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
　（キ） 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 22

【介護予防含む】
令和３年度改正



② 事業所における虐待防止のための指針を整備すること

〇指針に盛り込む項目
　（ア） 事業所に置ける虐待の防止に関する基本的考え方
　（イ） 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
　（ウ） 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
　（エ） 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
　（オ） 成年後見制度の利用支援に関する事項
　（カ） 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
　（キ） 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
　（ク） その他虐待防止の推進のために必要な事項

23

【介護予防含む】



③ 事業所において、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

※事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以
　上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を
　実施すること。また、その実施内容について記録すること。

④ 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと
※虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項を「運営規程」において定めること

24

【介護予防含む】
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• 必ず留意事項通知、Ｑ＆Ａ等で要件の確認をして
ください

加算・減算を算
定するときは…

• 介護報酬改定時には、必ず要件を再確認し、加算
等を見直してください

• 改定時以外でも、定期的に要件を確認するように
してください

• 職員の退職・異動時には、要件を確認してください

加算・減算の算
定後は…

※事業所の体制について、次の場合、すみやかにその旨を届け出ること。
　・ 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合
　・ 加算等が算定されなくなることが明らかな場合

※各種加算等を算定する場合は、要件となる事項を満たしていることが
わかるよう記録すること。
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　令和３年の報酬改定により逓減制の見直しがありました。概要は下記のとおりです。

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、介護支援
専門員１人当たりの取扱件数が40件以上の場合40件目から、60件以上の場合60件目
からそれぞれ評価が低くなる（40件未満は居宅介護支援費（Ⅰ）、40件以上60件未満の

部分は同（Ⅱ）、60件以上の場合は同（Ⅲ）が適用される）逓減制において、一定のICT
（AIを含む）の活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、逓
減制の適用（居宅介護支援費（Ⅱ）の適用）を45件以上の部分からとする。

逓減制における介護支援専門員１人当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所
が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に

件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山
間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合に
ついても例外的に件数に含めないこととする。
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◎厚生労働大臣が定める地域（※）に所在する指定居宅介護支援事業所は、上
記の取扱件数にかかわらず

居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)1,076単位又は1,398単位
居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)1,076単位又は1,398単位　 を適用する。

（※）伊勢市は半島振興対策実施地域として厚生労働大臣が定める地域に該当しま
す。（半島振興法期限の令和7年3月31日まで）
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　「厚生労働大臣の定める基準」に該当する場合は、運営基準減算（100分の50
に相当する単位数を算定）となります。また、運営基準減算が２月以上継続して
いる場合は、居宅介護支援費の算定ができません。
　また、運営基準を遵守しない事業所に対しては、市が遵守するよう指導を行う
こととなっており、、当該指導に従わない場合は、指定の取消等の処分がされる
場合があります。

　「厚生労働大臣の定める基準」は、「指定居宅介護支援事業等の事業の人員
及び運営に関する基準第四条第二項並びに第十三条第七号、第九号から第十
一号まで、第十四号及び第十五号（これらの規定を同条第十六号において準用

する場合を含む。）に定める規定に適合していないこと。」となっています。
具体的には次の（１）～（４）のとおりです。
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（１） サービスの提供に際し、あらかじめ利用者に対して、下記の事項について
　　文書を交付して行っていない場合

利用者は複数のサービス事業者等を紹介するよう求めることができること

利用者は居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説
明を求めることができること

前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着
型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置付けられたケアプランの数が占
める割合及び訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の
各サービスごとの回数のうち同一事業者によって提供されたものが占める割
合

【減算期間】 契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで
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（２） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって次の場合

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその
家族に面接していない場合

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行ってい
ない場合（やむを得ない場合を除く。）

③ 当該事業所の介護支援専門員が、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た上
で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合（やむを得
ない場合を除く。）

【減算期間】 当該居宅サービス計画に係る月から当該状態が解消されるに至っ
　た月の前月まで
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（３） 次に掲げる場合において、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当
　者会議等を行っていないとき

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場
合

【減算期間】 当該居宅サービス計画に係る月から当該状態が解消されるに至った
　　　　　　　月の前月まで
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（４） 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ
　ング）に当たって、次の場合

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接
していない場合

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１
月以上継続する場合

【減算期間】 その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで
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　「厚生労働大臣が定める基準」に該当する場合は、、特定事業所集中減算として、
１月につき200単位を所定単位から減算することとなります。

「厚生労働大臣が定める基準」
　正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前６月間に作成した居宅
サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等（訪問介護、通所介護、福祉
用具貸与又は地域密着型通所介護）の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス
等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えているこ
と。



34

(１) 判定と減算適用期間

（２） 判定方法
　事業所ごとに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着通所介護のそれ
ぞれのサービスについて、次の計算式により計算し、いずれかが100分の80を超え
た場合に減算する。

（計算式）
紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

判定期間 減算適用期間

前期（３月１日から８月末日） 10月１日から３月31日まで

後期（９月１日から２月末日） ４月１日から９月30日まで
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(３) 算定手続

　前期は９月15日まで、後期は３月15日までに、すべての居宅介護支援事業者
は、次に掲げる事項を記載した書類を作成してください。算定の結果80％を
超えた場合は、当該書類を伊勢市に提出してください。80％を超えなかった場
合は、書類の提出は不要ですが、作成した書類は事業所において５年間保存してく
ださい。

① 判定期間における居宅サービス計画の総数
② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画

数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名および代表者名
④ （２）の算定方法で計算した割合
⑤ （２）の算定方法で計算した割合が80％を超えている場合であって、正当な理由がある場

合においては、その正当な理由
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(４) 正当な理由の範囲
【例示】
① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等のサービス事業所が少数であ

ること（各サービスごとに５事業所未満であるなど）
② 特別地域居宅介護支援課加算を受けている事業者である場合
③ 事業所が小規模である場合（判定期間の1月あたりの居宅サービス計画数が20件以下であるなど）
④ サービスの利用が少数である場合（判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれの

サービスが位置付けられた計画件数が１月あたり平均10件以下であるなど）
⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中している

と認められる場合
⑥ その他正当な理由と市長が認めた場合

※市に提出された理由について、市が不適当と判断した場合は、特定事業所集中
減算が適用されます。
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　経営の安定化、質の高いケアマネジメントの一層の推進を図る観点から、令和３
年度に特定事業所加算について、以下の見直しが行われました。

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
ことを要件とする

小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよ
う、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業を評価するような区分（加
算（Ａ））を創設

特定事業所加算（Ⅳ）を、「特定事業所医療介護連携加算）として、特定事業所
加算から切り離す　
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＜算定要件に関する注意点＞

　常勤専従の主任介護支援専門員は、事業所の業務に支障がない場合は、同
一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。よって、管理者を
兼務している常勤専従の主任介護支援専門員を、加算の要件である主任介護
支援専門員の数に含むことができる。

　一方、令和３年３月31日時点で管理者である介護支援専門員が引き続き管理
者である場合（経過措置により主任介護支援専門員の要件の適用が猶予されている場合）は、加算の要件
である常勤専従の介護支援専門員の数に含むことはできない。（人員基準上は
兼務可能）
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＜算定用件＞

① 前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算の算定に
係る病院等との連携の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が35回以上

② 前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメン
ト加算を５回以上算定

③ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること

※退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回
数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数を用いる



＜介護職員等ベースアップ等支援加算＞
　「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月９日閣議決定）を踏ま

え、令和４年10月以降について臨時の報酬改定を行い、介護職員等の収入を３％

程度（月額9,000円程度）引き上げるために、「介護職員等ベースアップ等支援加
算」が新たに創設されました。
　令和４年３月から令和４年９月までの「介護職員等支援補助金」による賃上げ効果
を継続する観点から、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え、ベースアップ等
加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。
　介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算と同様に、居宅介護支援
事業所・介護予防支援事業所は本加算の対象外となりますが、利用者のケアプラン
に影響するものとなりますので、ご留意ください。

　詳細については次ページ以降の資料「令和4年度介護報酬について」（社保審－介
護給付費分科会第208回（R4.2.28）資料１）をご確認ください。 41
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社保審－
介護給付費分科会
第208回(R4.2.28）

資料１
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社保審－
介護給付費分科会
第208回(R4.2.28）

資料１
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社保審－
介護給付費分科会
第208回(R4.2.28）

資料１

訪問型サービス
（総合事業）

通所型サービス
（総合事業）
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介護予防支援について、居宅介護支援と異なる
部分についてご紹介します。
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第１項　指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅におい
て、自立した日常生活を営むことの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。

第２項　指定介護予防支援の事業は、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、利用者の自立に向けて設定され
た目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当
該目標を踏まえ、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。

介護予防の効果が最大限発揮され、生活機能の維持・向上が図ら

れるよう「目標指向型」の計画を作成し、支援すること
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第３項　指定介護予防支援事業者は、指定介護予防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
れる指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業
者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。

第４項　指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括
支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介

護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、地域における
様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
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第１項　指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとと
もに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

第２項　指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、
利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択でき
るよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。

第３項　指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質
の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
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指定介護支援支援の方針は、
基本方針（第４条）及び基本取扱方針（第33条）に基づき、
第１号から第28号までに定めるところによる。

※居宅介護支援と異なる項目は
　第５号、第６号、第８号、第９号、第13号、第15号、第16号　です。

主なものを抜粋して紹介します。
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第６号　介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者
について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把
握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用
者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者
が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、
利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を
把握しなければならない。
　ア　運動及び移動
　イ　家庭生活を含む日常生活
　ウ　社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
　エ　健康管理
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第８号　利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目
標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、
それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本
人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動によるサービスを提供する者
等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護
予防サービス計画の原案を作成しなければならない。

第13号　介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、
介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置付けら
れている計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態
等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取しなければならない。
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第15号　介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画
の目標の達成状況について評価しなければならない。

第16号　モニタリングに当たっては、次に定めるところにより行わなければならな
い。
　ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及び

サービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化が
あったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

　イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リ
ハビリテーション事業所等を訪問する等の方法により利用者に面接するよう
努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者
との連絡を実施すること。

　ウ 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。
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※居宅介護支援にはない条文になります。

　介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよ
う次に掲げる事項（①～⑧）に留意しなければならない。
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① 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指
すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の
日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の
向上を目指すこと。

② 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対す
る意欲を高めるよう支援すること。

③ 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた
目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有
すること。

④ 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のでき
る行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。
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⑤ サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域に
おける様々な予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は
福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利
用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。

⑥ 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配
慮すること。

⑦ 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効
果的なものとすること。

⑧ 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。



★事業所内での情報共有をお願いします。

※厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基
準等の臨時的な取扱いについて」が複数発出されています。（厚生労働省ホーム
ページ介護保険最新情報参照）
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「参加確認表」を必ず提出してください。


