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Ⅰ 介護保険制度の理念について 

 

介護保険は、とくに介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じた自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを基本理念としています。 

また、介護保険サービスは、要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止に役立つように医療との

連携に配慮して行われます。 

本人の選択に基づき、過不足のない適切なサービス提供をしてください。 

  

 

（目的） 

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等

について、これらの者が尊厳を保持し、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、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の

理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民

の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

（介護保険） 

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）に関

し、必要な保険給付を行うものとする。 

２ 前項の保険給付は、要介護状態等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

との連携に十分配慮して行われなければならない。 

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の

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、多様な事業者又は施設から、総合

的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、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

慮されなければならない。 

 

（国民の努力及び義務） 

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自

覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハ

ビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その

有する能力の維持向上に努めるものとする。 

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 

介護保険法 
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Ⅱ 令和４年度介護報酬改定について 

 

1．介護職員等ベースアップ等支援加算の概要について            

 

令和４年 10 月の介護報酬改定において、令和４年２月から９月までに介護職員処遇改善支援補

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加算に加えベースアップ等支

援加算が創設されます。 

令和３年 11 月 19 日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、

介護職員の収入を３％程度（月額 9,000 円相当）引き上げるための措置を講じるものですが、職

員全員に対して一律で月額 9,000 円の引き上げを行うものではありません。 

なお、概要のほか詳細については、以下のとおり厚生労働省ホームページに掲載されています。 

 

【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＞介護報酬＞令和

４年度介護報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html 
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２．介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について                     

  

上記の加算を取得する場合は、加算を取得する月の前々月の末日までに、「介護職員処遇改善加

算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」等※１

を指定権者に提出する必要があります。 

 また、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」※２に、「介護給付費算定に係る体制等

状況一覧表」※３を添付して提出してください。 

 詳細は、介護保険最新情報 vol.1082「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算

及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」※４をご確認ください。 

 

【町 HP】※1、4 について 

ホーム＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者向け情報＞介護職員処遇改善 

加算及び介護職員等特定処遇改善加算等の届出について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,12782,26,335,html 

  
 

【町 HP】※２、３について 

ホーム＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者向け情報＞地域密着型 

サービス事業における介護給付費算定に係る届出について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10492,26,335,html 
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3．算定にあたっての留意事項について                

 

（１）実績報告書の提出 

毎年度、最終の加算の支払があった月の翌々月（通常は７月末日）までに、実績報告書を提出す

る必要があります。 

 

（２）届出内容を証明する資料の保管 

原則として、届出内容を証明する資料の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。 

・指定権者からの提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。 

・計画書や実績報告書へ算定要件を満たさずに加算の届出を行うなどの虚偽記載や不正な請求

があった場合には、介護報酬の返還や指定取消になる場合があること。 

 

（３）職員への周知 

賃金改善の内容を職員が理解できるように適切な対応に努めてください。 

・当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること 

・就業規則等の内容についても職員に周知する必要があること。 

・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、そ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。 

 

（４）重要事項説明書等の対応について 

  介護事業所は、介護保険サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族

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のサービス提供の選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければなりません。 

そのため、令和４年度介護報酬改定等により、加算の新設等で重要事項説明書等の内容が変更と

なる場合は、利用者又はその家族に対し、改めて説明を行い、同意を得ることが必要となります。 

  また、重要事項説明書の変更様式についての定めはありません。各事業所において適切な方法で

説明と同意の確認を行ってください。 

 

＜対応の参考例＞                                                  

・令和４年度介護報酬改定による内容の変更を行った重要事項説明書を作成し、改めて利用者等に

交付して説明を行い、同意を得る。 

・重要事項説明書中の料金表について別紙を作成し、改めて説明を行い、同意を得る。 
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Ⅲ 災害対策について 

 

1．具体的な避難計画について                     

 

事業所は災害に備えて、利用者の安全を確保するため、十分な対策を講じる必要があります。 

そのためには、事業所が所在する場所に「どのような危険が潜んでいるのか」を事前に把握してお

きます。 

例えば・・・ ・以前どのような災害があったのか   

・河川が氾濫した場合は何ｍ浸水するのか 

・土砂災害が起こる可能性があるのか          など  

 

非常災害対策計画は全事業所が策定します。ただし、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などに所在

し、町地域防災計画に定められた事業所は、避難確保計画を策定して市町村長（南部町総務課）に報

告する必要があります。 

日頃から消防団や地域住民との連携を図り、避難等に協力してもらえるような体制作りをしまし

ょう。訓練の実施には、運営推進会議等を活用して連携体制を確保するなど、できるだけ地域住民の

参加が得られるように努めてください。 

 

 

【令和３年度青森県介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導資料より】 
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2．避難情報について                        

 

 

 

              

 

 

自力避難が困難な場合には、避難に時間を要することから、「高齢者等避難」が発令されたら避難

を開始してください。ただし、大雨で移動することが危険である場合には、浸水しない上層階や近く

のより安全な建物に移動するなど、状況に応じた緊急の対応策についても想定しておきましょう。 

 

3．情報の入手方法について                      

 

（１）青森県河川砂防情報提供システム 

雨量、河川水位、河川カメラ、土砂災害警戒情報などを確認できます。 

 

【例】今後の河川水位を予測したいときは、下記の①から③の順ですすみ、その地点の時間経過に

伴う水位を比較することで最高水位の時間帯を予想することができます。 

   

 

【青森県河川砂防情報提供システム HP】 

TOP＞①河川水位情報＞②地図上の▲アイコン＞③10 分水位 

kasensabo.bousai.pref.aomori.jp 

 

 

早  期 

注意情報 

大雨・洪水 

・高潮注意

報 

高齢者等 

避  難 
避難指示 

緊  急 

安全確保 

警戒レベル 1       ２       3       4       5 

 

① 

② 

③ 
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（２）気象庁の防災情報 

雨雲、土砂災害、浸水害、洪水の危険度分布などを確認できます。 

【気象庁 HP】 

ホーム＞地域の情報＞青森県＞防災気象情報＞市町村選択 

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=rain_level 

 

（３）南部町の災害情報  

災害種別に応じた気象情報、避難所閉開設情報などを確認できます。 

【町 HP】 

ホーム＞暮らし・手続き＞防災・安全＞緊急・災害情報  

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/6,0,23,130,html 

 

（４）南部町河川監視ライブカメラ  

町内３か所（青柳橋近郊、古牧橋近郊、住谷橋近郊）の河川水位をライブカメラで確認できます。 

【南部町ライブカメラ HP】 

live-nanbu.aomori.jp 

 

（５）ほっとスルメール  

登録した市町村の火災・気象情報などメールで受信できます。また、専用アプリもあります。 

【八戸市安全・安心情報 HP】 

https://anshin.city.hachinohe.aomori.jp/anshinPub/shichousonChange. 

do?shichousonHomeCd=5 

 

4．業務継続計画（ＢＣＰ）について                  

 

BCP（ビー・シー・ピー）とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画と訳されます。 

 

当資料Ⅲ-１の計画を作成する目的は、身体・生命の安全確保が主です。これに加えて、業務の継

続や早期復旧を目的とするのが業務継続計画です。計画の策定、研修の実施、訓練（シミュレーショ

ン）の実施等は令和 6 年４月１日から義務となります。 

 

（１）災害と感染症の違い 

地震をはじめとした自然災害と新型コロナウイルス感染症では、被害対象や期間などに違いがみ

られます。 
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項目 地震災害 新型コロナウイルス感染症 

事業継続方針 
◎できる限り事業の継続・早期復旧を図る 

◎サービス形態を変更して事業を継続 

◎感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、

事業継続のレベルを決める※①② 

被害の対象 
◎主として、施設・設備等、社会インフラへ

の被害が大きい 

◎主として、人への健康被害が大きい※② 

地理的な影響範囲 

◎被害が地域的・局所的 

（代替施設での操業や取引事業者間の補完

が可能） 

◎被害が国内全域、全世界的となる 

（代替施設での操業や取引事業者間の補完が

不確実） 

被害の期間 
◎過去事例等からある程度の影響想定が可

能 

◎長期化すると考えられるが、不確実性が高

く影響予測が困難※① 

被害発生と被害制御 

◎主に兆候がなく突発する 

◎被害量は事業の制御不可能 

◎海外で発生した場合、国内発生までの間、

準備が可能 

◎被害量は感染防止策により左右される※③ 

事業への影響 
◎事業を復旧すれば業績回復が期待できる ◎集客施設等では長期間利用客等が減少し、

業績悪化が懸念される 

 

※①・・・情報を正確に入手し、その都度、的確に判断をしていくことが重要 

※②・・・業務継続は、主にヒトのやりくりの問題 

※③・・・感染防止策が重要 

 

（２）事業者に求められる役割 

 ■サービスの継続      

■利用者の安全確保 

■職員の安全確保 

■地域への貢献 ← 自然災害の場合 

（施設が無事である場合に、機能を活かして被災時に地域に貢献することも役割） 

 

（３）計画作成のポイント 

自然災害 新型コロナウイルス感染症 

＜１＞正確な情報集約と判断ができる体制を構

築 

●災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の

情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築

がポイントとなります。そのためには、全体の意

思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決

めておくこと（誰が、何をするか）、関係者の連

絡先、連絡フローの整理が重要です。 

 

 

＜１＞施設・事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分

担、判断ができる体制の構築 

●感染 （疑い）者発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の

情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントと

なります。そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、

各業務の担当者を決めておくこと（誰が、何をするか）、関係

者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。 
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＜２＞自然災害対策を「事前の対策」と「被災時

の対策」に分けて、同時にその対策を準備 

●事前の対策（今何をしておくか） 

・設備・機器・什器の耐震固定 

・インフラが停止した場合のバックアップ 

●被災時の対策（どう行動するか） 

・人命安全のルール策定と徹底 

・事業復旧に向けたルール策定と徹底 

・初動対応  

①利用者・職員の安否確認、安全確保 

②建物・設備の被害点検 

③職員の参集 

 

＜３＞業務の優先順位の整理 

●施設・事業所や職員の被災状況によっては、限

られた職員・設備でサービス提供を継続する必要

があることも想定されます。そのため、可能な限

り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、

職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよ

う、業務の優先順位を整理しておくことが重要で

す。 

＜４＞計画を実行できるよう普段からの周知・研

修、訓練 

●BCP は、作成するだけでは実効性があるとは

言えません。危機発生時においても迅速に行動が

出来るよう、関係者に周知し、平時から研修、訓

練（シミュレーション）を行う必要があります。

また、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すこ

とも重要です。 

 

＜２＞感染（疑い）者が発生した場合の対応 

●介護サービスは 、入所者・利用者の方々やその家族の生活

を継続する上で欠かせないものであり、感染（疑い）者が発生

した場合でも、入所者・利用者に対して必要な各種サービスが

継続的に提供されることが重要です。そのため、感染（疑い）

者発生時の対応について整理し、平時からシミュレーションを

行うことが有用です。 

 

＜３＞職員確保 

●新型コロナウイルス感染症では、職員が感染者や濃厚接触者

となること等により職員が不足する場合があります。濃厚接触

者とその他の入所者・利用者の介護等を行うに当たっては、可

能な限り担当職員を分けることが望ましいですが、職員が不足

した場合、こうした対応が困難となり交差感染のリスクが高ま

ることから、適切なケアの提供だけではなく、感染対策の観点

からも職員の確保は重要です。そのため、施設・事業所内・法

人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県等への

早めの応援依頼を行うことが重要です。 

 

＜４＞業務の優先順位の整理 

●職員が不足した場合は、感染防止対策を行いつつ、限られた

職員でサービス提供を継続する必要があることも想定されま

す。そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うこと

を念頭に、職員の出勤状況に応じて対応できるよう、業務の優

先順位を整理しておくことが重要です。 

 

＜５＞計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練 

●BCP は、作成するだけでは実効性があるとは言えません。危

機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関係者に周知

し、平時から研修、訓練（シミュレーション）を行う必要があ

ります。また、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことも

重要です。 

 

（４）計画に記載すべき項目 

災害 感染症 

ａ 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） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

ａ 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） 

ｂ 初動対応 

ｃ 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） 



- 10 - 

 

（５）研修の実施 

  研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、

平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとしてください。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（認知症対応型共同生活介護は年２回以上、

それ以外は年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望

まれます。また、研修の実施内容についても記録してください。 

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研

修と一体的に実施することも差し支えありません。 

 

（６）訓練の実施 

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践す

るケアの演習等を定期的（認知症対応型共同生活介護は年２回以上、それ以外は年１回以上）に実

施してください。 

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練と一体的に実施することも差し支えありません。また、災害の業務継続計画に係る訓練について

は非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えありません（定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所を除く）。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び

実地を適切に組み合わせながら実施します。 

 

上記 4（１）から（３）は、厚生労働省老健局「介護施設・事業所における新型コロナウイルス

感染症発生時の業務継続ガイドライン」より抜粋しています。詳細は、厚生労働省のホームページ

をご参照ください。 

 

【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_koureisha/douga_00

002.html 
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1．介護サービス情報公表制度の趣旨について                           

 

介護保険制度は、介護サービス利用しようとする者が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者

と事業者とが契約し、サービスを利用又は提供する制度です。 

 利用者に対して事業者に関する情報を適切に提供する環境整備が望まれます。また、事業者にお

いては自ら提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して利用者に適切に評価され、より良い

事業者が適切に選択されることが望まれます。 

 「介護サービス情報の公表」制度は、このような利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資

する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第 115 条の 35 第１項の規定に基づいて、事業者

に対し公表を義務付けるものです。 

  

2．介護サービス情報公表制度の報告等について                         

 

青森県の「令和 4 年度介護サービス情報に係る報告、調査及び情報公表計画」が、令和４年７月

11 日付けで県ホームページに掲載されました。 

 

【サービス毎の報告・通知スケジュール】※地域密着型サービスを抜粋 

報告期限 通知（予定） サービス名 

９月末 ８月中旬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

10 月末 ９月中旬 認知症対応型通所介護 

地域密着型通所介護 

12 月末 11 月中旬 認知症対応型共同生活介護（予防含む） 

小規模多機能型居宅介護（予防含む） 

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

 

【青森県 HP】 

ホーム＞組織でさがす＞健康福祉部＞高齢福祉保険課＞介護サービス情報の公表 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/ 

jp_kaigoservice_johokohyo.html 

 

つきましては、以下（令和 3 年度青森県介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導より

「資料 2-1」を抜粋）に留意してご対応ください。 

 

Ⅳ 介護サービス情報公表制度について 
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１）介護サービス情報公表制度の報告について 
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２）介護サービス情報公表制度の手数料について 
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Ⅴ 新型コロナウイルス感染症について 

 

1．新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて            

 

事業所における新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省から通知される「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」に、人員配

置やサービス提供等に関する取扱いが記載されています。臨時的な取扱いをした場合には、経過等が

分かるように必ず記録してください。 

記録がない場合には、人員欠如や不適切サービス提供等があったものとして、基準違反や介護報酬

の返還等になります。 

 

【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 

＞介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000012143_00089.html 

 

2．介護サービス事業所等のサービス提供体制確保補助金について    

 

介護サービスは、新型コロナウイルス感染症等により職員が不足した場合でもサービスの継続が

求められます。そのため、通常のサービス提供時に想定されない「人材の確保」※１、「職場環境の

復旧・改善」※２に係る経費に活用できる『令和 4 年度新型コロナウイルス感染症流行下における介

護サービス事業所等のサービス提供体制確保補助金』があります。 

 

※１・・・緊急時の介護人材不足に伴う介護人材の確保、施設内療養に要する費用 ほか 

※２・・・事業所等の消毒・清掃費用、衛生用品の購入費用 ほか 

 

 詳細については青森県ホームページを参照してください。 

【青森県 HP】 

ホーム＞組織でさがす＞健康福祉部＞高齢福祉保険課 

＞【介護保険】令和４年度新型コロナウイルス感染症流行下における 

介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金について 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/kaigo-service-teikyoutaisei-     

kakuho.html 
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3.感染症対策の強化について                     

 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための措置について（令和６年４月１日から義務化） 

事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、以下の措置を

講じる必要があります。 

 

【講ずべき措置】 

①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 6 月に 1 回以上開催し、 

その結果を職員等に周知すること。 

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

③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。 

 

「介護現場における感染対策の手引き」等を参考にして、感染に対する体制を整えましょう。 

【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 

＞介護事業所等における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_kaig/kaigo_ 

koureisha/taisakumatome_13635.html 

 

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止ポスターについて（通所介護・認知症対応型通所介護事業所は除く） 

事業所に、令和４年２月 3 日付けメールで周知した「介護サービス事業所等における新型コロ

ナウイルス感染症への対応とポスターの配布」について、以下のとおり変更します。 

希望する場合は、町福祉介護課 介護保険班（電話 0178-60-7101）へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

（３）外出・外泊・面会について 

●感染が流行している地域では、感染拡大防止の観点と利用者、家族の QOL（Quality of life）を

考慮して利用者の外出、外泊についての対応を検討してください。 

●面会は、面会者からの感染を防ぐこと、利用者、家族の QOL を考慮することとして、具体的に

は、地域の発生状況等を踏まえ、両者の体調、ワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での

面会を含めた対応を検討してください。 

【令和３年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針より】 

        （変更前）        （変更後） 

＜配 布 枚 数＞  １事業所 10 枚以内  →  必要枚数 

＜配 布 期 間＞  令和４年２月 10 日  →  在庫がなくなり次第、終了 
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Ⅵ 運営の留意事項について 

 

1．基準に関する自己点検について                   

 

 介護保険法第 115 条の 32 に基づき届け出ている業務管理体制における法令遵守責任者は、法令

等遵守が果たされるよう取り組む責任があります。そのため、事業者自身による自己点検が行われる

ことが期待されます。人員・設備・運営基準に関して、定期的に自己点検を行って適切な介護報酬の

算定に努めましょう。 サービス種類ごとに町ホームページに掲載していますので、ご活用ください。 

 

【町 HP】 

ホーム＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者向け情報 

＞地域密着型サービス事業所の実地指導について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,11101,26,335,html 

 

2．介護給付費過誤申立について                    
 

過誤調整を行う際は、事業所は保険者に「介護給付費過誤申立書」を提出する必要があります。 

通
常
過
誤 

サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。

介護給付費過誤申立書を保険者へ提出された月に過誤処理（給付実績の取り下げ）を行いま

す。事業所は、国保連合会から通知される過誤決定通知書にて取り下げを確認した後、必要

に応じて再請求を行います。   ➡ 請求を行った月の翌月から過誤申立が可能。 

同
月
過
誤 

主に実地指導や自主点検等により、大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤

調整です。同月内に過誤処理（給付実績の取り下げ）と事業所からの再請求を行います。こ

れにより、事業所にマイナスの支払いを発生させることなく、差額調整を行います。 

 ➡ 請求を行った月の翌々月から過誤申立が可能。 

＜提出期限＞ 毎月 25 日（閉庁日の場合は直前の開庁日） 

＜提出方法＞ 町福祉介護課 介護保険班 へ 郵送または持参（fax 不可）    

 

【町 HP】 

ホーム＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者向け情報＞介護給付費過誤申立 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,171,26,335,html 

【青森県国民健康保険団体連合会 介護保険課 HP】 

トップページ＞各種様式等＞介護給付費請求の手引き 

aomoriken-kokuhoren.or.jp/kaigo/kg/ 
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3．常勤・非常勤、専従・兼務について                 

 

 人員基準における「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められて

いる常勤の従業者が勤務すべき時間数(週 32 時間を下回る場合は週 32 時間を基本とする。)に達し

ていることをいいます。 

 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(平成 47 年法律第

113 号)第 13 条第１項に規定する措置(以下「母性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休

業法」という。)第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措

置(以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)が講じられている者につい

ては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤

務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことが可能とされています。 

 

【常勤・非常勤・専従・兼務の考え方】 

用語の定義と 4 つの勤務形態の例 

専従 

(専ら従事する・専ら提供に当たる) 

兼務 

当該事業所に勤務する時間帯におい

て、その職種以外の職務に従事して

いないこと 

当該事業所に勤務する時間帯にお

いて、その職務以外の職務に同時

並行的に従事すること 

常勤 

当該事業所における勤務時

間が、「当該事業所におい

て定められている常勤の従

業者が勤務すべき時間数」

に達していること 

①常勤かつ専従 

１日当たり 8 時間(週 40 時間)勤務

している者が、その時間帯におい

て、その職種以外の業務に従事しな

い場合 

②常勤かつ兼務 

１日当たり８時間(週 40 時間)勤

務している者が、その時間帯にお

いて、その職種に従事するほか

に、他の業務にも従事する場合 

非常勤 

当該事業所における勤務時

間が、「当該事業所におい

て定められている常勤の従

業者が勤務すべき時間数」

に達していないこと 

③非常勤かつ専従 

１日当たり４時間(20 時間)勤務し

ている者が、その時間帯において、

その職種以外の業務に従事しない場

合 

④非常勤かつ兼務 

１日当たり４時間(週 20 時間)勤

務している者が、その時間帯にお

いて、その職種に従事するほか

に、他の業務にも従事する場合 

※①～④は事業所における通常の勤務時間が週 40 時間と定められている事業所において従事する場合 

 

◇ 雇用契約上、正規職員契約であっても、当該事業所で週 20 時間の勤務の場合、介護保険の人

員基準上は、「非常勤」となります。 

◇ 雇用契約上、非正規職員であっても、当該事業所で週 40 時間の勤務条件の場合、介護保険の

人員基準上は「常勤」となります。 
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【基本的な考え方】 

 「当該事業所における勤務時間」で考えることが基本であることから、原則として、事業所をま

たぐ業務の兼任は、常勤ではなく非常勤とし、時間を分けて勤務体制表を設定するものとします。 

 

ただし、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職

務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務

時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであるこ

ととします。兼務可能な職種は、サービス種別により異なるため、サービス種別毎の解釈通知※等

で確認する必要があります 

 

※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) 

 

4．サービスの提供記録について                    

 

サービスの提供記録は、利用者へ組織的なサービスを提供するため、職員間の情報共有を図るもの

でもあります。また、事業所が提供したサービスや法令を遵守している根拠となるため、適正に記入

をして保管しなければなりません。 

実地指導で確認したサービスの提供記録は、事業所ごと、さらには職員によっても記入内容が大き

く異なっていました。記録にあたっての留意事項をまとめましたので、参考にしてください。 

  

（１）記録の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

文体は・・・ 

・過度な敬語を用いず、事実を記入。 

ただし、家族に記録を提供する場合に

は、その旨を説明。 

略語等は・・・ 

・略語・専門用語等を適切に用いれば、

記録を効率化。 

ただし、職員全員が共通理解をした

うえで使用。（用語集を作成すること

も有用） 

訂正は・・・ 

・訂正方法に規定はない。 

ただし、事業所で訂正方法を統一。 

修正テープでは、改ざんと捉えられる

ことも。 

内容は・・・ 

・経過が分かるように日時を明確に。 

事実＋その対応内容を記入。 

・記録内容には責任が伴うため、誰が記

入した記録なのかを忘れずに記入。 
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（２）記録の活用 

①介護計画への反映 

介護計画に基づいた記録は、より良いサービス提供をするため、介護計画に反映させます。その

ために、必要な情報が記入されていなければなりません。職員は介護計画を意識した具体的な記録

を残すように心がけましょう。 

 ②その他 

家族は、記録から日頃の生活の様子やサービスの内容を知ることができます。適切な記録を作成

することで、事業所と利用者や家族との信頼を築くことができます。 

また、記録を振り返り、適切なサービスが提供できているかを職員同士で検討をすることで、よ

り良い介護につながります。 

 

5．認知症介護基礎研修について                   

  

令和３年度介護報酬改定において、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の

人の尊厳の保障を実現していく観点から、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、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、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講じることが義務づけられました。計

画的に研修を受講してください。 

 

（１）対象  

介護保険事業所等で介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者 

※対象外 

 看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修

了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程１級課

程・２級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 

 

（２）措置を講じる期限 

 令和６年３月 31 日まで 

 

（３）受講方法 

  青森県が指定した社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センターによる「e ラーニ

ング」で行われます。令和５年３月 31 日まで随時申し込みを受け付けしています。 

詳細は青森県ホームページを参照してください。 
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掲載している内容に、 

 

（１）変更のある場合 

 町福祉介護課介護保険班へ連絡し

てください。 

 

（２）変更のない場合 

 前回の最終更新日から１月後を目

途に、変更のない旨を町福祉介護課

介護保険班へ連絡してください。（最

終更新の年月日のみを更新します。） 

 

連絡先は 

◆電話の場合は、 

0178-60-7101 

◆メールの場合は、 

kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp 

 

【青森県 HP】 

ホーム＞組織でさがす＞健康福祉部＞高齢福祉保険課＞認知症介護基礎研修の 

実施について 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/nintisyoukaigokisokensyuu.html 

 

6．介護施設（事業所）・高齢者住まい等の空き（申込）について     

 

町では、令和４年４月から、住民サービスの向上と介護サービス利用者が安心して多様なサービス

を選択できるよう、介護保険施設（事業所）の受け入れ可能人数、定員、待機者数、空き状況等を町

ホームページに掲載しています。 

また、福祉介護課窓口に介護サービス利用の相談があった際は、この情報に基づき、空き（申込）

状況を伝えています。可能な限り最新の状況を提供したいと思いますので、ご協力をお願いします。 

 

 

   

 

 

 

【町 HP】 

ホーム＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険施設（事業所）・高齢者住まい等の 

空き（申込）状況 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,0,26,411,html 
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（１）質問票の提出 

①令和４年４月から様式を変更して

います。様式は町ホームページに掲

載しています。 

 

②全ての項目に記入してください。 

 

③提出方法は、以下のとおりです。 

宛先はお間違えのないようにお願い

します。 

◆メールの場合は、 

kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp 

◆ファックスの場合は、 

0178-76-3904 

 

 

 

7．地域密着型サービスに係る質問について               

  

町福祉介護課介護保険班では、人員基準・設備基準・運営基準や介護給付に関する質問は、質問票

で受け付けています。 

 

 

（２）留意事項 

・根拠法令等を確認し、事業所内で検討したうえで町に質問票を提出してください。 

介護報酬の解釈、厚生労働省が公表している Q&A、介護保険最新情報など 

・町で受ける質問は、根拠法令等の内容に疑義がある（意味や内容がはっきりしない）ケースにな

ります。 

・質問内容により、回答まで数日から 1 週間ほどお時間をいただくことがあります。 

【町 HP】 

ホーム＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者向け情報＞介護保険事業者から 

の質問は質問票で受け付けています 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10476,26,335,html 


