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１．地域密着型サービスの特徴は？ 

高齢者が認知症や中・重度の要介護状態になったときに、自宅や住み慣れた地域での生活が継

続できるように、平成 18年 4月から創設されたサービスです。利用者の日常生活圏内（市域

を含む）での地域の実情に応じた柔軟なサービスが提供されるよう、下記のような特徴をもっ

ています。 

■市町村が必要整備量を計画に定め、整備する。 

■市町村がサービス事業者を指定・指導監督する。 

■原則として、当該市町村の被保険者のみ利用可能。  

■公平・公正の観点から地域住民や保健・医療・福祉関係者、地域包括支援センター職員、市町 

村職員、サービス知識のある者等が関与する仕組みとして、「運営推進会議」を設置するこ

と。運営推進会議の開催頻度は、サービス種別ごとに年 6回または 2回以上。 

２．市町村が所管する介護サービスの種類 

市町村が指定、指導、監督等を行うサービスは、大きく分類すると地域密着型（介護予

防）サービス（以下「地域密着型サービス」）とその他のサービスに分かれ、その内容は

以下のとおりです。サービス種別横の（×）は、令和３年７月時点で、福津市では整備し

ていないサービス形態です。 

【地域密着型サービス】 
① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

② 夜間対応型訪問介護（×） 

③ 地域密着型通所介護 

④（介護予防）認知症対応型通所介護 

⑤（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

⑥（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護（×） 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）（×） ※第８期介護保険事業計画で整備予定 

 

【その他のサービス】 
⑩居宅介護支援  ⑪介護予防支援  ⑫介護予防・日常生活支援総合事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型サービス等について 
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３．介護サービスの所管と利用対象者 

介護サービスについては、市町村または福岡県が指定・管理するサービスに分かれていま

す。また、サービスごとに利用対象者も異なっています。 

●地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 

 

 

 

 

 

 

※このルールは地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護に適用するもので

あり、これ以外の地域密着型サービスへの適用はありません。訪問系・通所系の地域密着

型サービスについては、福津に住所があれば、福津の住民基本台帳への登録期間は問いま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者が福津市の被保険者であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り入居す

ることができるものとする。 

（１）福津市に転入後、３月以上本市の住民基本台帳に記載されていること。 

（２）親族でサービス受給者の日常生活上の支援を継続的に行うものが１年以上継続

して住民基本台帳に記載されていること。 

    そのほか、詳細は平成 29年 12月 1日事務連絡参照のこと（次ページ掲載） 

住所地特例対象者、確認のポイント 

 □保険者は福津市以外の市町村になっていますか？ 

 □対象被保険者の介護保険証記載の住所は、福津市になっていますか？ 

 

有料老人ホーム入所者＝住所地特例者ではありません。もとのお住まいの地に住所を置い

たまま、身体だけ福津市内の有料老人ホーム入所しているケースがあります。必ず介護保

険証で確認しましょう。住所地特例者でなければ、本人の居所の地域密着型サービスは利

用できません。他市所在の場合も、同様です。 
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地域密着型サービス事業所（施設系）の利用に係る取扱いについて 

福津市では、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設の入居に必要な条

件を定め、平成 29年 12月 1日付事務連絡で、通知しています。 

（ 事 務 連 絡 ） 

平成 2 9 年 1 2 月 1 日 

 

 福津市内 

 認知症対応型共同生活介護 

 地域密着型介護老人福祉施設 

 管理者各位 

福津市高齢者サービス課介護保険係 

 

福津市地域密着型サービス事業所（居住系）の利用に係る取扱いについて 

 

 日頃より、当市の介護保険・高齢者福祉行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 標記の件について、別添のとおり取り扱いを定めましたのでお知らせいたします。事業所のみ

なさまにおかれましては、規定についてご理解いただき、今後とも福津市地域密着型サービスの

適正な運営にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

   １．内容    別添のとおり 

   ２．適用開始日 平成３０年１月１日 

                                        以上 

 

 

 

 

 

 

福津市高齢者サービス課介護保険係 

 〒811-3293 福津市中央 1 丁目 1番 1号 

 TEL 0940-43-8191／FAX 0940-34-3881 
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                              別紙 

福津市地域密着型サービス事業所（居住系）の利用に係る取扱いについて 

平成３０年１月 

＜趣旨＞ 

 指定地域密着型サービス事業所に係る介護保険法の規定に基づき、適正な運営を確保する

ため、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設の入居に必要な条件を定

める。 

 

＜対象事業所＞ 

認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設 

 

＜利用条件（居住用件の原則的取扱い＞ 

対象者が福津市の被保険者であり、次の各号のいずれかに該当する場合に限り入居するこ

とができるものとする。ただし、例外的事由により市が認める場合は別途対応とする。 

（１）福津市に転入後、３月以上本市の住民基本台帳に記載されていること。 

（２）親族でサービス受給者の日常生活上の支援を継続的に行うものが１年以上継続して

住民基本台帳に記載されていること。 

 

＜居住用件を満たさない場合の例外的取扱い＞ 

上記の利用条件を満たさないが、入居が必要と認められる特別な事由がある時は例外的に

取り扱われる場合がある。特別な事由により利用を希望する場合は、事前に市へ相談し、必

要に応じ要望書を提出すること。 

 

＜入所申込み等受付時の留意点＞ 

（１）申込者の介護保険被保険者証の確認及び申込者の聞き取りによる生活実態（福津市に

転入して３月以上経過しているか、支援を行う親族がいるか）の確認を行うこと。 

（２）申込者が利用条件を満たしていない場合、入居に係るサービス利用ができないことを

説明する。 

（３）申込者が入居を希望するときは、利用申込名簿を作成し、申込日、住所、氏名、生年

月日、転入日及び連絡先を記載する。 

（４）転入後３月を経過し、利用申込が可能となったとき申込者に連絡する。 
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指定申請について 
 

居宅介護費苑の指定は、申請に基づき市町村長が事業所ごとに行い、指定有効期間は６年

と定められています。 

 
 

■指定申請（新規） 

事業者は、指定基準を満たし、事業所ごとに福津市の指定を受けることが必要です。基準

は、居宅介護支援の事業が目的を達成するために、必要な最低限度を定めたもので、事業者

は常に事業運営の向上に努めなければなりません。 

 

指定申請は、１日指定を原則とし、その前々月の末日を申請の締め切りとしています。 

新規申請フロー 

１．事前協議、相談 

２．指定申請書受付、審査 

３．現地調査 

４．指定決定（決定通知・告示）  

福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則 6条、介護保険法第 85条 

５．介護台帳システム登録 

 

 
 

■指定申請（更新） 

指定更新申請フロー 

１．更新案内通知 

２．指定申請書受付、審査 

３．現地調査 

４．指定決定（決定通知） 

５．介護台帳システム登録 

 

指定申請・変更届等、各種届出について 
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指定に関する変更届等の提出について 

 

■事業所指定に関する変更届について（変更後 10 日以内の届出） 

下記の事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。チェックリストを確認の

上、様式第２号（福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則）に、必要書類を

添えて、提出してください。 

・事業所の名称・所在地 

・主たる事務所の所在地 

・代表者の氏名、住所および職名 

・登録事項証明書または条例等 

・事業所の平面図 

・事業所の管理者の氏名、住所並びに経歴 

・事業所の運営規定 

・居宅介護支援計画費の請求に関する事項   ← 加算を変更するときに選択 

・役員の氏名および住所 

・介護支援専門員の氏名およびその登録番号 

 

 

 

 

 

 

■事業所指定に関する廃止・休止届について（１か月前までの届出） 

事業の廃止・休止をするときは、届出書の提出が必要です。チェックリストを確認の上、

様式第３号（福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則）に、必要書類を添え

て、提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業所指定に関する再開届について（10日前までの届出）連絡は 1か月前 

事業を再開するときは、届出書の提出が必要です。チェックリストを確認の上、様式第３

号（福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則）に、必要書類を添えて、提出

してください。 

 

◆注意点◆ 
☑法人の代表者、役員、管理者を変更する場合は、誓約書及び役員名簿兼誓約書の添

付が必要です 

☑人員体制が変更に(なる)なった場合は、運営規定の改正を行い、変更届に変更後の

運営規定を添付し提出してください。 

 

◆注意点◆ 
☑廃止・休止届出書の「廃止・休止する年月日」には、事業を行う最終日を記入して

ください。（例：4月 30日まで事業を行う場合 4月 30日（5月 1日ではない）） 

☑ 廃止・休止の理由と、現にサービスを受けていた利用者に対する措置を必ず記載し

てください。 

☑休止は再延長を含めて最長でも１年間とします。1年以内に再開が見込まれない場合

には、廃止届を提出してください。なお、指定の有効期限を超えて休止することは

できません。 

 

◆注意点◆ 
☑新規申請と同等の書類の提出が必要です。その後、届出書類提出後には、現地確認

を含む審査を行います。 
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介護給付費算定に係る体制等に関する届について（加算届） 
 

加算届は、現在の体制を変更しようとする場合、あらかじめ届け出る必要があります。

加算を算定しようとする月の、前月 15日までに提出が必要です。16日以降に届出をし

た場合は、翌々月からの算定となります。 

※利用者等に周知に要する時間を考慮して、届出の期間が設けられています。 

 ※原則として、加算の遡及適用は行えないので十分注意をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種届出事項の提出期限 

内容 届出種別 提出期限 

事業内容に変更があったとき 変更届 変更後 10日以内 

事業を廃止・休止するとき 廃止・休止届 
廃止・休止をする 1 ｹ

月前まで 

事業を再開するとき 再開届 再開する 1 ｹ月前まで 

介護給付費算定体制を変更すると

き 

介護給付費算定体制に関

する届及び変更届 
事前の申請 

◆注意点◆ 
☑体制を変更し、加算を請求する場合、下記の手順が完了しなければなりません。 

①「重要事項説明書」を変更して加算の説明を加える。 

②変更した後の書式を使用して加算の対象者となる全ての利用者と担当介護支援専門員

に説明し同意を得る。 

③説明を受けた介護支援専門員は、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、利用者

の同意を踏まえてケアプランの変更を行い、これを当該事業所に交付する。 

④事業所は、当該利用者の契約・サービス提供計画書を変更し、当該サービスをスター

トさせる。 

※上記①～④の手続きが正しく完了していなければ、加算の請求ができませんので、十分に留

意してください。（「正しく完了」…根拠となる資料の保管や記録の記載をきちんと行ってい

ること）。加算算定開始以降も、要件を満たしているか記録することが必要です。 

 

☑人員や人員の資格保有状況の変更によって、加算の算定がなくなる、あるいは届出より

低い段階の加算等に該当する場合は、必ず変更届の提出が必要です。 
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介護サービス事業者の業務管理体制の届出 

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。利用

者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を図ることを目的に、介護サービス事業者に

は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

 

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定・許可を受けている事業所・施設等の数に応じて

定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、国、都道府

県、中核市、または保険者に、遅滞なく届け出なければなりません。 

 

言い換えれば、介護サービス事業者の皆さんは、法令等をしっかりと守ることはもちろんの

こと、事業を実施する上で必要な法令の目的（社会的要請）や社会通念に沿って、業務を行

い、職員の皆さんにきちんと周知し、適正な介護保険サービスを提供してください。もし、

不正等の不適切な事案等が生じた場合は、本部に立ち入り調査しますということを意味する

ものです。 

 

１．事業者が整備しなければならない業務管理体制 

（介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39） 

 

業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
内
容 

    
業務執行の状況の監査

を定期的に実施 

  
法令遵守規程（業務が法令に適合することを確保す

るための規程）の整備 

法令遵守責任者（法令を遵守するための体制の確保に係る責任者）の選任 

事業所

等の数 
1以上 20未満 20以上 100未満 100以上 

 

※事業所等の数のカウントのしかた 

・事業所等の数には、介護予防を含みます。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を併せて

行っている事業所は、２とカウントします。 

 

・介護保険法第71条の規定に基づき、保険医療機関または保険薬局の指定があったとき、介

護保険法の事業所（居宅療養管理指導、訪間看護、訪問リハビリテーション及び通所リハ

ビリテーション）の指定があったとみなされる場合（みなし指定）は、事業所等の数には

含みません。 

 

・総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数に含みません。 

 

・平成 30年 4月 1日から、市町村へ指定権限等が委譲された指定居宅介護支援事業所につ

いては、引き続き業務管理体制の所管は都道府県です。 



10 

 

２．届出事項               （介護保険法施行規則第140条の40） 

 

届出事項 対象となる介護サービス事業者 

① 事業者の 

・名称、氏名 

・主たる事務所（本社・本部）の所在地 

・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

すべての事業者 

②「法令遵守責任者」の氏名及び生年月日 全ての事業者 

③「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が 20以上の事業者 

④「業務執行の状況の監査」の方法と概要 事業所等の数が 100以上の事業者 

 

 

３．届出先        （介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40） 

 

区分 届出先 

①指定事業所が 3以上の地方厚生局の管轄区

域に所在する事業者（※） 
厚生労働大臣 

②指定事業所が 2以上の都道府県に所在し、

かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在

する事業者 

事業者の主たる事業所が所在する 

都道府県知事 

③指定事業所が同一指定都市内にのみ所在す

る事業者 
指定都市の長 

④指定事業所が同一中核市内にのみ所在する

事業所 
中核市の長 

⑤地域密着型サービスのみを行う事業者で、

指定事業所が同一市町村内にのみ所在する

事業者 

市町村長 

⑥ ①～⑤以外の事業者 都道府県知事 

 

 

 

 

（事業所種別と届出先の例） 

◆注意点◆ 

☑届出先は、事務所等の数や所在地によって決まるものであり、主たる事務所（本

社・本部）の所在地のみで決まるものではありません。 
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法人 事業所 事業所所在地 届出先 

法人 A 地域密着型サービス 福津市 福津市 

法人 B 
地域密着型サービス 福津市 

福岡県 
指定居宅サービス 福津市 

法人 C 指定居宅サービス 福津市 福岡県 

法人 D 
地域密着型サービス 福津市 

福岡県 
地域密着型サービス 宗像市 

法人Ｅ 
地域密着型サービス 福津市 

福岡県 
指定居宅介護支援 福津市 

 

 

 

４．届出が必要となる事由と届出先 

   届出が必要となる事由と届出先 

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 

（介護保険法第 115条の 32 第 2 項） 

法人の該当する区分の行政機関 

（届出先が福津市となる場合は、運営する事業所が地 

 域密着型のみで、福津市のみに事業所を有する場合

のみ） 

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更

となり、届出先区分の変更が生じた場合 

（介護保険法第 115条の 32 第 3 項） 

区分変更に関する届出は、変更前の行政機関

及び変更後の行政機関の双方に届出が必要 

(3)届出事項に変更があった場合 

（介護保険法第 115条の 32 第 3 項） 
既に届を行っている行政機関 

 

※届出の時期 

・上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に提出すること 

 

※（３）の変更の届出が必要ないとき 

・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 

・業務が法令に適合することを確保するための規定の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない 

 軽微な変更の場合 
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◆法令等遵守：単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の 

目的（社会的要請）や社会通念に沿った適応を考慮したもの。 

 

◆態勢：組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取り組み 

「業務管理体制」は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するもので、事業

者の規模や法人種別等により異なります。法令で定めた上記１の内容は、事業者が整備する

業務管理体制の一部です。体制を整備し、組織としての取り組みが求められます。 

 

５．届出事項の変更    （介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40） 

 

既に届出を済ませた事業者・法人であっても、以下の項目に変更があった場合は、業務管

理体制に係る変更届が必要となります。届出先は、＠ページの「3.届出先」を参照くださ

い。 

変更事項 

１ 法人名称（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

２ 主たる事務所の所在地、電話、ＦＡＸ番号 

３ 代表者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日 

４ 代表者の住所、職名 

５ 事業所等の名称及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、生年月日、所属及び職名 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

 

 

６．法人としての取り組み（法令等遵守の体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組みの内容】 
① 方針の策定 

・法令等遵守の状況を的確に認識し、適正な法令等遵守態勢の整備・確立に向けた方針及び

具体的な方策を検討しているか。 

・法令等遵守に係る基本方針を定め、組織全体に周知させているか。 

・方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。 

 

② 内部規程・組織体制の整備 

・法令等遵守方針に則り、内部規程等を策定させ、組織内に周知させているか。 

・法令等遵守に関する事項を一元的に管理する態勢（体制）を整備しているか。 

・各事業担当部門等に対し、遵守すべき法令等、内部規程等を周知させ、遵守させる態勢を

整備しているか。 

 

③ 評価・改善 

・法令等遵守の状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の実効性の評価を行った上で、問題点 

等について検証しているか。 

・検証の結果に基づき、改善する態勢を整備しているか。 
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７．法令遵守責任者の役割 
 

法令遵守責任者が中心となって、「６．法人としての取組」の法令等遵守の態勢につい

て、運用状況を確認し、例えば、次のような取り組みを進めてください。 

 

・「法令等の遵守に係る方針」の制定、全役職員への周知 

・法令（基準）等の情報の収集・周知、サービス・報酬請求内容の確認 

・内部通報、事故報告及び苦情・相談への対応 

・法令遵守等に関する研修の実施、マニュアルの作成 等 

 

８．業務管理体制の検査 

（１）検査の目的 

○指定取消事案などの不正行為の未然防止 

○介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図る 

※業務管理体制は、事業者が自ら整備・改善するものという前提で実施 

 

（２）検査の種類 

一般検査は、業務管理体制の届出内容を確認するために、書面検査(文書の提出を求

めることにより行う検査)により実施します。通常は、対象事業所に対しての実地指導

の際に、業務管理体制に関する文書の提出を求め、検査を行います。 

一般検査    

 届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に実施する。 

 ①法令遵守責任者の役割及びその業務内容 

 ②業務が法令に適合することを確保するための規程の内容 

 ③業務執行の状況の監査の実施状況 

 

 ※②③については該当する事業者 
    

  
   

特別検査    

 指定介護サービス事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に実施する。 

 ①業務管理体制の問題点を確認し、その要因を検証 

 ②指定等取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証 
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１．制度の趣旨 
 
介護サービスを行っている事業者には、介護サービス情報の公表が義務付けられています。 

この制度は、介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者に

よる選択（自己決定）」を現実のサービス利用において保障するため、利用者が介護サービス

事業者を選択するに当たっての判断に資する介護サービス情報を、円滑かつ容易に取得できる

環境整備を図ることを目的としています。 

 

２ 制度の概要 
 
介護サービス事業者は、年に1回、介護サービス情報を報告する必要があります｡報告された情

報が記入漏れや記入誤り等がなければ、報告した内容が公表されます。 

また、報告された情報の調査は、平成24年度以降は任意となっており、介護サービス事業者が

希望した場合に、事業所を訪問して実施します。 

平成30年度から、政令市（北九州市、福岡市）の事業所は、報告先及び調査の実施が、所管の

政令市になっています。 

 

【公表される内容】 

（１）基本情報 

事業所の所在地、定員、従業員数、利用料金等、事業所の概要となる情報 

（２）運営情報 

各マニュアルの有無、サービス記録の有無等、事業所の運営上の情報 

 

 

 

 

 

 

 

【基本情報】
（例）事業所の職員体制、設備、面積、利

用料金、サービス提供時間 等

【運営情報】
（例）サｰビスに関するマニュアルの有無、身体

拘束を廃止する取組みの有無 等

介護サービス事業者

調査（確認） ※希望した場合に実施

福岡県又は政令市（北九州市、福岡市）

報告

公表

利用者（高齢者）・利用者家族・ケアマネジャー等

介護サービス情報に基づく比較検討により、サービス事業者を選択

介護サービス事業所の公表について 
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３．対象事業 
 

（１）対象となるサービス 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）特定施設

入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)、（介護予防）福祉用具貸与、（介護

予防）特定福祉用具販売、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介

護（介護保険法施行規則（平成11年厚令第36号）第14条第4号及び第22条の14第4号に掲げ

る診療所に係るものを除く）、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サー

ビス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施設の入院患者の定員が8人以下である病

院・診療所に係るものを除く）、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介

護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護、指定療養通所介護、夜間対応型訪問介護、（介護予

防）小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）、介護医療院 
 

（２）対象とならないサービス 

① 介護保険法（以下「法」）第71条第1項本文の規定に基づき、法第41条第1項本文の

指定があったものとみなすもの、法第72条第1項本文の規定に基づき、法第41条第1項

の本文の指定があったものとみなすもの、または法第115条の11において準用する法

第71条第1項本文及び法第72条第1項の規定に基づき、法第53条第1項本文の指定があ

ったとみなすもの(以下「みなし指定」)は、みなし指定となって1年を経過していな

い場合は対象外となります。 
 

・ 病院・診療所における（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーショ 

ン、（介護予防）通所リハビリテーション 

 

・ 介護老人保健施設における（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハ 

ビリテーション 

 

・ 指定介護療養型医療施設における（介護予防）短期入所療養介護 

また、（介護予防）短期入所療養介護の事業所のうち、平成21年度から新たに提供可

能となった有床診療所の一般病床は、対象外となります。 

 

② 既存の事業者で、前年度に受領した介護報酬の額（利用者負担額を含む）が、居宅

サービス及び介護予防サービスのいずれの事業でも100万円を超えない事業者は報告

対象外です。 

 

 

４．情報公表事務の流れ 
 

（１）計画の策定 

県（政令市）は、毎年、「介護サービス情報の報告に関する計画」、「調査事務に関す

る計画」及び「情報公表事務に関する計画」を「介護サービス情報の公表制度に係る報

告・調査・情報公表計画」（以下「計画」）として一体的に定め、公表します。 
 

（２）通知 
計画に基づき、対象事業者に報告方法等に関する通知文書を送付します。 
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（３）情報の報告 

介護サービス事業者は、自らの責任において介護サービス情報(基本情報及び運営情報)

を、インターネットを通じて県に報告します（調査を希望しない場合は、記入漏れ及び

記入誤り等がなければ「(6)情報の公表」となります）。 
 

（４）調査を希望する場合の申込み 

調査を希望する事業所は、調査希望の申込みを行います。申込み方法及び手数料の納付

方法は、県（政令市）が指定した方法で行ってください。 

 

（５）調査の実施 

調査希望の申込み及び手数料の納付を確認した後に、調査する日程を決定し、県（政令

市）が調査を実施します。 
 

（６）情報の公表 

介護サービス情報をインターネット等により公表します。 

調査を希望する事業所については、調査結果に基づき、介護サービス情報をインターネ

ット等により公表します。 

 

 

５．公表の時期 
 

新しく指定を受けた事業所（新規事業所）は事業開始時、前年度から継続している事業所

は１年に１回（県が定めた時）です。 

 

なお、新規事業者は、基本情報のみの公表となり、運営情報は公表免除になりますが、事

業開始後に任意で公表することは可能です。 

 

 

６．手数料 
 

公表手数料：なし 

調査手数料：県または政令市から通知しますので、確認してください。 

※調査を希望する場合のみ、手数料が必要です。 

 

 

７．行政処分 
 

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づくものであり、 

① 報告を行わない。 

② 虚偽の報告を行う。 

③ 調査を妨げる。 

 

等の事例に該当する事業所に対しては、県が改善命令を出し、なお従わない場合は、指 

定・許可の取消し、または指定・許可の全部、または一部の効力が停止されることがあ

ります。 
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介護保険の目的 

介護保険のサービスは、利用者の要介護状態等の軽減または悪化防止につながるように提

供されることが必要です。このことは、下記のとおり、介護保険法に明記されています。

少しがんばれば、サービスの利用さえも必要なくなる人かもしれません、現在の心身機能

を衰えさせなければ、まだまだ自宅での生活が続けられる人かもしれません。できないと

あきらめているところをできるように、あるいはできないところは補いながら、できる限

り長く、住み慣れたところでの生活が続けられるよう、福津市地域包括支援センター、居

宅介護支援事業所が中心となって、各事業所と情報共有や連携をとりながら支援をお願い

します。 

 

 

 

 

 

介護保険法

（目的）
第１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２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。

市町村が実施する指導・監査・実地指導等について 

福津市からのお願い 

★介護事業所も自立支援・重度化防止の観点をもって、ケアプランを作成し

てください。サービス利用は目的ではなく、手段です。 
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指導等の目的 

介護保険の目的を達成するため、介護サービスの担い手である事業者は介護保険制度の健

全かつ適正な運営の確保のため、介護保険法等の各種関係法令を遵守する必要がありま

す。 

また、介護サービスの提供に際して、運営に関する基準等が定められています。保険者で

ある福津市では、介護サービスの適切な実施を確認し、介護保険制度の健全かつ適正な運

営の確保、よりよいケアの実現のため、介護保険法等に規定された指導等を実施していま

す。よりよいケア実現のため、実地指導において、ケアプランのチェック指導も同時に行

い、より重度化防止へとつながるよう指導を行っています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

都道府県と市町村が行う指導と監査について 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

☑ 福津市介護保険事業者等指導実施要綱 

☑ 福津市介護保険事業者業務管理体制整備確認検査実施要綱 

 

 

 

根拠 種類 目的 視点

集団指導
制度管理の適
正化

◆介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進
◆介護報酬請求に係る過誤・不正防止

実地指導
よりよいケア
の実現

◆運営指導
・適切なアセスメントの実施
・ケアプランに基づく一連のプロセスの重要性
・運営基準等の遵守
◆報酬請求指導
・算定要件に基づいたサービス提供の確保

監査
介護保険法

76条等

各種情報により指定基準違反や不正請求が疑われる場合に行う。
① 通報、苦情、相談等に基づく情報
② 国保連、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
③ 国保連、保険者からの通報情報
④ 介護給付費適正化システムの分析情報
⑤ 「介護サービス情報の公表」の拒否等の情報

⇒　報告等(実地検査)　：不適正な運営、不正請求への機動的な対応・早期介入
　

指導
介護保険法

23条
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行政上の措置【勧告・命令等】 

 

  勧告   

 期限を定めて基準を遵守すべきことを勧告することができる。従わないときは、その旨を 

≪公表≫することができる。 

 

  命令 

 正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて勧告に係る措置を

とるべきことを命じることができる。命令をした場合は、その旨を≪公示≫しなければな

らない。 

 

  指定の効力の全部または一部停止 

 不正な運営に対し、緊急的に不適正な介護報酬の請求を停止させるなど指定の全部または

一部の効力停止を行うことができる。 

 

指定の取消し 

 

経済上の措置 

 ◆実地指導で誤った保険給付を受けていることが発見されたとき、⇒ 過誤調整 

  

◆監査で偽りその他不正行為により保険給付を受けていたと認められた場合⇒①②③ 

  ①改善勧告に至らない場合⇒過誤調整 

  

 ②改善勧告を受けた場合⇒返還金（介護保険法第 22条） 

③改善命令意表の行政処分を受けた場合⇒返還金＋加算金（介護保険法第 22条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

■福津市が行った主な指導事項（参考：居宅介護支援事業所分のみ掲載） 

内容 具体的な指導内容 

運営規定 

重要事項説明書 

実施地域について、運営規定及び重要事項説明書に記載されている

内容が一致していませんので、正しい実施地域を記載してくださ

い。 

重要事項説明書 介護支援専門員の交代要員について、記載がありますが、交代要員

がいない場合は削除してください。 

契約書 福岡県指定と記載がありますが、福津市指定にしてください。 

ケアプラン サービスの提供時間を変更しているにも関わらず、担当者会議・ケ

アプラン作成・交付がされていません。担当者会議の開催、ケアプ

ラン作成、交付をしてください。 

ケアプラン 福祉用具の変更をしているにも関わらず、担当者会議・ケアプラン

作成・交付がされていません。担当者会議の開催、ケアプラン作

成、交付してください。 

ケアプラン 訪問介護の生活援助を利用していますが、ケアプランに生活援助中

心型の算定理由を記載してください。 

ケアプラン 安全に移動や歩行ができていますと記載されていますが、安全とい

うのは具体性に欠けるため、目標を具体的にしてください。 

ケアプラン 利用者の目標か不明確であり、すぐに達成可能な目標が設定されて

います。個々の解決すべき課題に対応して設定してください。 

数値的な目標のほうが評価をしやすいため、わかりやすいものにし

てください。生活目標について、具体性に欠けると評価がしづらく

なるため、目標を具体的にしてください。 

ケアプラン 個別機能訓練加算Ⅱを算定していますが、生活機能を維持・向上を

図ることを目的としていますので、根拠にあう目標を設定してくだ

さい。 

担当者会議の要点 コロナ禍のため、照会のみとなっており、ケアプランに位置付けた

サービス事業所には照会文書をとっていますが、内容がわかりにく

くなっているため、明確にしてください。 

担当者会議の要点 担当者会議の照会と照会用紙の返信日が異なっていました。各サー

ビス事業所からの照会用紙を確認して担当者会議を開催するように

してください。 

経過記録 施設訪問の記録はありますが、利用者に面談したのか記載がないた

め、不明確です。訪問やモニタリング実施の記録はありますが、ケ

アマネジャーとしての判断や根拠等についても記載してください。 

経過記録 サービス事業所からの報告書などに問題行動や体調の変化などの報

告が記載されていても何も対応していないため、問題行動や体調の
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変化などについて、ケアマネジャーとしてどのように対応する必要

があるか検討し、対応した場合、経緯の記載をしてください。 

モニタリング 目標達成と記載されていても目標の変更など検討されていないた

め、目標が達成されているのか検討してください。毎月の記載内容

がほぼ同じになっているため、記録を検討してください。 

モニタリング すでに達成されている目標が設定されています。モニタリングの内

容も同じになっているため、記録を検討してください。 

アセスメント アセスメントに具体的な内容が記載されていないため、利用者の分

析が不十分です。分析により抽出された生活全般の解決すべき（ニ

ーズ）が不明確です。優先順位等も含め、明確にしてください。 

アセスメント 課題分析に関する項目の内容を記載する欄がありません。アセスメ

ント用紙の見直しをしてください。 

指定通知の掲示 指定に係る通知を事業所の見やすい場所に掲示してください。 

マニュアルの整備（事

故に関する記録及び苦

情に関するマニュア

ル） 

事業所に即した内容を作成してください。 

マニュアルの整備（高

齢者虐待防止マニュア

ル） 

虐待を発見した際、通報義務があります。連絡先について記載して

ください。 
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厚生労働省から、事故報告書の標準様式が示されたことに伴い、福岡県の報告書の様式も

改められました。福津市における事故報告は、福岡県の「介護サービス事故に係る報告書

要領」の取扱いに準じることとします。メールでの提出も導入することが望ましいとされ

ているところですが、事故報告書については、個人情報を含むため、取扱い方法について

は、今後、検討します。 

 

報告が必要なサービスの種類 
 

(1) 訪問系サービス   訪問介護、指定訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、居宅療養管理指導 
 

(2) 通所系サービス   通所介護（通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び深夜

の指定通所介護以外のサービスを含む）、通所リハビリテーショ

ン 
 

(3) 居住系サービス   特定施設入居者生活介護 
 

(4) 短期入所系サービス 短期入所生活介護、短期入所療養介護 
 

(5) 施設サービス    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型

医療施設 
 

(6) 地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知

症対応型通所介護（認知症対応型通所介護事業所の設備を利用し

提供する夜間及び深夜の指定認知症対応型通所介護以外のサービ

スを含む）、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介

護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着

型通所介護（地域密着型通所介護事業所の設備を利用し提供する

夜間及び深夜の地域密着型通所介護以外のサービスを含む）、療

養通所介護（療養通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及

び深夜の療養通所介護以外のサービスを含む） 
 

(7) その他             居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 
 

 
報告の範囲 

利用者・入所者（以下「利用者」と総称する）に対する各サービスの提供により事故が発

生した場合は、直接介護を提供していた場合のみでなく、次の場合を含む。 

(1) 利用者が事業所・施設（以下「事業所」と総称する）内にいる間に起こったもの 

(2) 利用者の送迎中に起こったもの 

(3) その他サービスの提供に密接な関連があるもの 

 

 

 

事故報告書について 
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報告すべき事故の種別 

転倒、転落、異食、不明、誤薬・与薬もれ等、誤嚥・窒息、医療処置関連（チューブ抜去

等）、その他（感染症（インフルエンザ等）、食中毒、交通事故、徘徊（利用者の行方不

明を含む）、接触、職員の違法行為・不祥事、事業所の災害被災 

 

※「職員の違法行為・不祥事」は、サービス提供に関連して発生したものであって、利用者

に損害を与えたもの。例えば、利用者の個人情報の紛失、送迎時の利用者宅の家屋の破

損、飲酒運転、預り金の紛失や横領等をいう。 

 

 

報告すべき事故における留意点 

 

① 死亡については、死亡診断書で、老衰、病死等の主に加齢を原因とするもの以外の死因

が記載されたものを報告すること。 

② けが等については、医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け、投薬、処置等

何らかの治療が必要となった事故を報告すること。なお、報告すべきか不明の場合は、

保険者に問い合わせること。 

③ 食中毒、感染症等のうち、次の要件に該当する場合は、保険者への報告と併せて管轄の

保健所に報告し、指導を受けること。 

 

  

 

 

 

 

 

④ 従業者の直接行為が原因で生じた事故及び従業者の介助中に生じた事故のうち、利用者

の生命または身体に重大な被害が生じたもの（自殺、行方不明及び事件性の疑いがある

ものを含む）については、管轄の警察署に連絡すること。 

 

（注）事故報告には該当しないが、これに準ずるもの（利用者が転倒したものの、特に異常が見ら 

れずサービス提供を再開した場合や、職員による送迎時の交通違反の場合等）については、

個人記録や事故に関する帳簿類等に記録するとともに、ヒヤリ・ハット事例として事業所内

で検討して、再発防止を図ること。 

 

（注）感染症の発生で、2名以上に感染が及んでいる場合は、事故報告書は 1枚で感染者等の詳細

を別紙で添付していただいて差し支えありません。 

 

報告の時期等 

所要の措置（救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等）が終了した

後、速やかに保険者に対して報告を行うこと。また、併せて居宅介護支援事業所または介

護予防支援事業所に対して報告を行うこと。 

報告は、事故発生後速やかに、遅くとも事故発生後5日以内に行うこと。ただし、事故の

程度が大きいものについては、まず、電話等により、保険者に対し、事故の概要について

報告すること。報告にあたり、次の点に留意すること。 

(1) 利用者の事故は、事業所所在地の保険者と当該利用者の保険者双方に報告すること。 

＜報告要件＞（保険者と併せて保健所にも報告が必要な場合） 

イ  同一の感染症もしくは食中毒による、またはそれらによると疑われる死亡者または

重篤な患者が１週間以内に2人以上発症した場合 

ロ  同一の有症者等が10人以上または全利用者の半数以上発症した場合 

ハ  イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特

に管理者等が必要と認めた場合 
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(2) 報告後に、当該利用者の容態が急変して死亡した場合等は、再度報告を行うこと。 

 

報告すべき内容 

 

(1) 事故状況の程度（受診、入院、死亡等） 

(2) 事業所の名称、事業所番号、連絡先及び提供しているサービスの種類 

(3) 利用者の氏名、年齢、性別、サービス提供開始日、住所、保険者、要介護度及び認知症

高齢者日常生活自立度 

(4) 事故の概要(事故発生・発見の日時及び場所、事故の種別、発生時の状況等) 

(5) 事故発生・発見時の対応（対応状況、受診方法、受診先、診断結果等） 

(6) 事故発生・発見後の状況（家族や関係機関等への連絡） 

(7) 事故の原因分析（本人要因、職員要因、環境要因の分析） 

(8) 再発防止策（手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止先の評価時期および結果

等） 
 

７．保険者に対する事故報告の様式 
 

福津市の事故報告様式は福岡県の様式に従っています。様式は福津市公式ホームページ～

健康・福祉～介護保険～介護事業所向けの情報～介護サービス事業所共通事項に掲載して

いますので、ダウンロードしてください。 

 

８．記録 
 

事故の状況及び事故に際して採った処理は必ず記録し、完結後2年間（介護保険法上）は

保存すること。ただし、保険者の条例が適用される場合において、異なる期間を定めると

きは、その期間とすること。 

 

令和２年度に提出された事故報告より 

 ●事故の種別と件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故種別 届出件数 

転倒 132 

転落 14 

接触 10 

異食 1 

誤嚥 5 

誤薬 16 

交通事故 1 

徘徊・離設 2 

職員の違法行為・不祥事 0 

その他 36 

合計 217 
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 ●事故の多い種別とその結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故種別 事故結果 件数（重複あり） 

 

 

 

 

 

転落 

死亡  

骨折 4 

打撲 5 

捻挫  

脱臼  

切傷 1 

擦過傷 1 

火傷  

打ち身 1 

異常なし 3 

合計 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故種別 事故結果 件数（重複あり） 

 

 

 

 

 

 

 

転倒 

骨折 50 

骨折疑い 1 

打撲 54 

脱臼 1 

切傷 13 

切創 1 

擦過傷 8 

裂創 2 

挫創 1 

表皮剥離 2 

痛み 2 

頭内出血 1 

外傷性くも膜下出血 1 

異常なし 20 

合計 157 
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事故種別 内容 事故結果 件数（重複あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

ベッドからの滑り落ち 

異常なし 2 

打撲・切傷 1 

骨折 1 

ベッドから移動 骨折 1 

圧迫 表皮剥離 1 

移乗時 切傷・表皮剥離 1 

胃瘻カテーテル抜去 切傷 1 

介護中（更衣）による 骨折 1 

表皮剥離 1 

 

 

座り込み 

骨折 2 

骨折疑い 1 

擦過傷 1 

打撲 3 

皮下出血 1 

異常なし 4 

手すりを持ってのずり落ち 痛み 1 

職員による調理器具の破損 異常なし 1 

尻もち 異常なし 1 

設備不良 火傷 1 

脳梗塞による転倒 脳梗塞 1 

 

 

不明 

骨折 5 

切傷 1 

打撲 3 

皮下出血 1 

鼻血 1 

異常なし 1 

合計  39 

 

事故種別 事故結果 件数 

 

誤嚥 

窒息→処置後経過観察 3 

肺炎疑い 1 

異常なし 1 

合計 5 

 

事故種別 事故原因 件数 

 

誤薬 

従業者の直接行為によるもの 6 

介助中の不注意によるもの 6 

従業者の確認不足によるもの 3 

合計 15 
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養介護施設従事者等による高齢者虐待は、近年、深刻な虐待事案も複数報道されていま

す。福岡県では、令和元年度において24件の事案が虐待と判断されています。 

 

高齢者虐待は、早期に発見し、適切かつ迅速に対応することが求められます。 

 

高齢者虐待防止法 

    

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(いわゆる「高齢者

虐待防止法」)は、平成18年(2006年)4月1日から施行されました。 

この法律では、国民全般に高齢者虐待に係る通報義務等を課し、福祉・医療関係者に高齢

者虐待の早期発見等への協力を求めるとともに、市町村に相談・通報体制の整備、事実確

認や被虐待高齢者の保護に係る権限を与えています。また、養護者への支援措置にも言及

している点が特長です。 

 

高齢者虐待防止法による定義 

   

高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義しています（第2条第1項）。た

だし、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、または、

その他養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」とみなし

て養介護施設従事者等による虐待に関する規定が適用されます（第2条6項）。 

 

   分類  ①養護者による高齢者虐待  ②養介護施設従事者等による高齢者虐待    

                    

①  養護者による高齢者虐待 

    養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」

とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らか

の世話をしている者（高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等）が該当する

と考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知

人等が養護者に該当する場合があります。養護者による高齢者虐待は、養護者が擁

護する高齢者に対して行う次の行為とされています。 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止法について 

福津市からのお願い 

★もし虐待に気づいたら、「通報」してください。養介護者によるものは地

域包括支援センター、養介護施設従事者等による虐待は福津市高齢者サー

ビス課介護事業所指導係を中心に対応しています。 
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②  養介護施設従事者による高齢者虐待 

    高齢者虐待防止法では、老人福祉法（昭和38年法律第133号）及び介護保険法（平

成9年法律第123号）に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事

する職員が行う次の行為を、養介護者施設従事者等による高齢者虐待と規定してい

ます（法第2条第5項）。養介護施設従事者等によるものには、有料老人ホームも含

みます。無届であっても同様に対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらは高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いによる権利利益を侵害される

状態や生命、健康、生活がそこなわれるような状態に置かれること」ととらえた上で、

高齢者虐待防止法の対象を規定したものということができます。 
 

 

 

「養介護施設」または「養介護事業」に該当する施設・事業 

 

※業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員等）

や、介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます（高齢者虐待防止法第2条） 

 

養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等

老人福祉法に
よる規定

・老人福祉施設
・有料老人ホーム

・老人居宅生活支援事業

介護保険法に
よる規定

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター

・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・介護予防支援事業

「養介護施設」または
「養介護事業」の
（※）業務に従事する者

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲

■身体虐待  ：高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 

■介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人によ

る虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 

■心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える

行動を行うこと。 

■性的虐待：高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為をさせる 

■経済的虐待：養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に

財産上の利益を得ること。 

■身体虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 

■介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他高齢者を養護すべ

き職務上の義務を著しく怠ること。 

■心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与え

る言動を行うこと。 

■性的虐待：高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為をさせること。 

■経済的虐待：高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 
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提供サービスを他へ委託して供与する場合、または将来提供するという約束であっても該

当することとされています。届出がなされていなくとも、老人福祉法に基づく都道府県の

立入検査や改善命令の対象となります。 

また、対象となる施設・事業所が「養介護施設」「養介護事業」に該当しない場合には、

「養介護者による高齢者虐待」として対応します。いかなる施設・事業所であっても高齢

者虐待が疑われる場合には、法の趣旨に則り適切な対応を行うことが求められています。 

 

 

 

区分 具体的な例

ⅰ　身体的虐待

①　暴力的行為※
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
・ぶつかって転ばせる。
・刃物や器物で外傷を与える。
・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
本人に向けて物を投げつけたりする。　など

②　本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱
う行為
・医学的診断や介護サービス計画等に位置付けられておらず、身体的苦痛や病状悪化
を招く行為を強要する。
・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる。　など

③　「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制

ⅱ　介護・世話の
放棄・放任

①　必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる
行為
・入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を着
せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。
・褥瘡（床ずれ）ができるなど、退位の調整や栄養管理を怠る。
・おむつが汚れている状態を日常的に放置している。
・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。
・健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置かせる。
・室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせる。

②　高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
・医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。
・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療食
をたべさせない。　など

③　必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く。
・必要な眼鏡、義歯、補聴器等があっても使用させない。など

④　高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
・他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていない。など

⑤　その他職務上の義務を著しく怠ること

養介護事業者等による高齢者虐待類型（例）
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※身体的虐待における暴力行為とは、刑法上の「暴行」と同様、高齢者の身体に接触しなくても、

高齢者に向かって危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為があれば、身体的虐待と判断

することができます。 

 

「暴行とは人に向かって不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に接触

することは必要でない。例えば、人に向かって石を投げまたは棒を打ち下せば、仮に石や棒が

相手の身体に触れないでも暴行罪は成立する」（東京高裁判決昭和25年6月10日）。 

①　威嚇的な発言、態度
・怒鳴る、罵る
・「ここ（施設、居宅）にいられなくしてやる」「追い出すぞ」などと言い脅す。

②　侮辱的な発言、態度
・排泄の失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。
・日常的にからかったり、「死ね」など侮蔑的なことを言う。
・排泄介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。
・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。　など

③　高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
・「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」などと言う。
・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。
・話しかけ、ナースコール等を無視する。
・高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者にやらせる）。
など

④　高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
・トイレを使用することができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視し
ておむつを使う。
・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の
全介助をする。など

⑤　心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げる、など外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。など

⑥　その他
・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。
・自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。
・入所者の顔に落書きして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。
・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。
・浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。など

ⅳ　性的虐待

○　本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為、又はその強要
・性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。
・性的な話を強要する（無理やり聞かせる、無理やり話させる）
・わいせつな映像や写真をみせる。
・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人
に見せる。
・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のままで
放置する。
・人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮
をしない。など

ⅲ　心理的虐待

養介護事業者等による高齢者虐待類型（例）
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①　威嚇的な発言、態度
・怒鳴る、罵る
・「ここ（施設、居宅）にいられなくしてやる」「追い出すぞ」などと言い脅す。

②　侮辱的な発言、態度
・排泄の失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。
・日常的にからかったり、「死ね」など侮蔑的なことを言う。
・排泄介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。
・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。　など

③　高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
・「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」などと言う。
・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。
・話しかけ、ナースコール等を無視する。
・高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者にやらせる）。
など

④　高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
・トイレを使用することができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視し
ておむつを使う。
・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の
全介助をする。など

⑤　心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げる、など外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。など

⑥　その他
・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。
・自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。
・入所者の顔に落書きして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。
・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。
・浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。など

ⅳ　性的虐待

○　本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為、又はその強要
・性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。
・性的な話を強要する（無理やり聞かせる、無理やり話させる）
・わいせつな映像や写真をみせる。
・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人
に見せる。
・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のままで
放置する。
・人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮
をしない。など

ⅲ　心理的虐待

養介護事業者等による高齢者虐待類型（例）
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２．身体拘束に対する考え方 
 

 平成12年の介護保険制度の施行時から、介護保険施設などにおいて、高齢者をベッドや車

いすに縛り付けるなど身体の自由を奪う身体拘束は、介護保険施設の運営基準において、サ

ービスの提供にあたっては、入所者の「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き」身体拘束を行ってはならないとされており、原則として、身体拘束その他利用者の

行動を制限する行為を禁止しています（介護保険指定基準における身体拘束禁止規定） 

 

 

身体拘束は、医療や介護の現場では援助技術のひとつとして安全を確保する観点からやむ

を得ないものとして行われてきた経緯がありますが、これらの行為は、高齢者に不安や怒

り、屈辱、あきらめといった大きな精神的な苦痛を与えるとともに、関節の拘縮や筋力の低

下など高齢者の身体的な機能をも奪ってしまう危険性もあります。また、拘束されている高

齢者を見た家族にも混乱や苦悩、後悔を与えている実態があります。 

 

 

高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利を侵害される状態や生命、健康、生活が損な

われるような状態におかれることは許されるものではなく、身体的拘束は原則として高齢者

虐待に該当する行為だと考えられます。 

 ただし、高齢者本人や他の利用者の生命または身体が危険にさらされる場合など、「身体

拘束ゼロへの手引き」（厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議発行）において「緊急やむ

を得ない場合」とされているものについては、例外的に高齢者虐待にも該当しないと考えら

れます。身体拘束については、運営基準に則って運用することが基本となります。 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ　経済的虐待

○　本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限
すること
・事業所に金銭を寄附・贈与するよう強要する。
・金銭・財産等の着服・窃盗等（高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用
する、おつりを渡さない）
・立場を利用して「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。
・日常的に使用するお金を不当に制限する。

（出典：社団法人日本社会福祉士会．市町村・都道府県のたえの要介護施設従事者等による高齢者虐待の
手引き（中央法規出版）をもとに作成）

養介護事業者等による高齢者虐待類型（例）
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■留意事項■ 

  身体的拘束等の適正化を図るため、基準省令において事業者は以下の措置を講じなけれ

ばならないこととされています（平成30年度施行）。 

 

  ●身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録すること 

  ●身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※）を3月に1回以上開催する

こととともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。 

  ●身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ●介護職員その他の従業員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

 
（※）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施

設入居者生活介護においては、運営推進会議を活用することができることとする。なお、上記

の基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当

する単位数を所定単位数から減算することが規定されています。 

 
（「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養後者支援について」を参考に作成） 

 

身体拘束の具体例

　①　徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
　②　転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
　③　自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。
　④　点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
　⑤　点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限
するミトン型の手袋等をつける。
　⑥　車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブ
ルをつける。
　⑦　立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
　⑧　脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。
　⑨　他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
　⑩　行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
　⑪　自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

出典：「身体拘束ゼロへの手引き」（平成13年3月：厚生労働省「身体拘束ゼロ作成推進会議」発行）

「緊急やむを得ない場合」に該当する３要件（すべて満たすことが必要）

○　切迫性　：　利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

○　非代替性　：　身体拘束以外に代替する介護方法がないこと

○　一時性　：　身体拘束は一時的なものであること
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令和 3年度介護報酬改定により、感染症が発生した場合であっても、利用者に必要なサー

ビスが安定的・継続的に提供される体制を構築されることが求められる観点から、全てのサ

ービスで感染症の発生及びまん延等の防止に関する取り組みが求められることとなりまし

た。 

■施設系 ： 現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シュミレー

ションの実施） 

■その他 ： 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 

高齢者は、感染症等に対する抵抗力が弱く、また、罹患することにより重篤化しやすいこ

とから、特に注意が必要です。介護サービス事業所においては、感染症の発生及びまん延の

防止について必要な措置を講じる必要があります。感染症対策マニュアルは厚生労働省から

発行されています。このマニュアルを参考に、必ず、当該事業所に置き換えたマニュアルを

作成してください。例えば通所事業所においては、お風呂がある事業所とお風呂がない事業

所では、必要とするマニュアルの内容は変わるはずです。 

下記のホームページは、感染症対策等に関する厚生労働省等のホームページになりますの

で、最新の情報を随時確認し、事業所での対策に役立ててください。 

福津市公式ホームページにも同様の内容を掲載していますので、活用ください。 

 

 

インフルエンザ、ノロウイルス等、季節性のものは、流行前に再確認を 
 流行前に感染予防対策について、職員相互に注意喚起を行いましょう。 

 
 

感染症発生時業務継続計画（ＢＣＰ）の作成を 
 利用者さん、あるいは職員さん、またはその両方に感染症が発生した場合、そのように業

務を継続するかの計画です。もしもの場合を想定し、行動する計画を立てておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

感染症対策について 

福津市からのお願い 

★厚生労働省のマニュアルを参考に、必ず、事業所の事情に則したマニュア

ルを作成してください。 

★新型コロナウイルスの経験を生かし、衛生用品を備蓄し、定期的に入れ替

えてください（経年劣化します）。 

★業務継続計画（ＢＣＰ）を策定してください。 
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感染症等に関する情報を掲載したホームページ 

 情報を収集し、事業所のマニュアル作成や計画策定に役立ててください。厚生労働省の情報を集

め、福津市公式ホームページに掲載しています。 

福津市ＨＰトップページ>健康・福祉>介護保険>介護事業所向けの情報>介護サービス事業所共通事項

>介護サービス事業所の感染対策について 

 

感染症対策に関するもの 

■ 介護現場における感染対策の手引き（第２版） 

■ 新型コロナウイルスにかかる介護サービス事業所の対応について 

■ 感染対策普及リーフレット 

■（施設系）介護職員のための感染対策マニュアル 

 

■（通所系）介護職員のための感染対策マニュアル 

 

■（訪問系）介護職員のための感染対策マニュアル 

  

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策定に関するもの 

介護事業所においては、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定することが必要です。厚生労働省のガイドラ

インを参考に、サービス提供形態に応じた業務継続計画（ＢＣＰ）を策定してください。 

■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  

■様式ツール集   

■通所（ひな形）  

■入所（ひな形）  

■訪問（ひな形） 

 

その他感染症に関する情報 
 新型コロナウイルスを含む各感染症の情報については、厚生労働省ホームページに掲載されていま

す。季節性のものなど、時節に応じて情報を収集し、感染症感染予防に努めてください。特に新型コ

ロナウイルス感染症については、今後、収束するまでの間、動向にご留意ください。 

 

厚生労働省ＨＰトップページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>健康>感染症情報 

 

 

 

 

 

 

http://61.212.238.236/material/local/1187/files/group/7/koronagyomukeizokuguidelines.pdf
http://61.212.238.236/material/local/1187/files/group/7/yoshikitool.xlsx
http://61.212.238.236/material/local/1187/files/group/7/tushotool.doc
http://61.212.238.236/material/local/1187/files/group/7/nyushotool.doc
http://61.212.238.236/material/local/1187/files/group/7/homontool.doc
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防災計画を策定・随時見直しを 

高齢者福祉施設等の基準では、「非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関 

係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定

期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない」とされています。各施設等

において防災計画（非常災害対策計画）を作成することが義務付けられているのです。 

 
■福岡県高齢者福祉施設等防災計画策定マニュアルを活用ください 

平成24年3月に福岡県で作成された「高齢者福祉施設等防災計画策定マニュアル」（以

下「マニュアル」）は、高齢者福祉施設等が防災計画を策定する際に、参考としていた

だくためのものです。本書を参考としながら、施設の種類、規模、立地条件等それぞれ

の施設の特性に応じた防災計画（非常災害対策計画）となるように作成・見直しを行っ

てください。また、地震についても、具体的な防災計画の作成に努めてください。 

 

■防災計画（非常災害対策計画）の策定・見直しに関する留意点 

計画の作成・見直しに当たっては、誰もがすぐに分かるように簡潔かつ具体的な内容と

し、意思の疎通を図る意味でも職員みんなで作成しましょう。施設の立地条件や入所者

等の特性に応じた対策とするとともに、マニュアルのチェックリストを活用して、必要

な事項等が盛り込まれているかどうか、十分検討してください。 

 

検討・点検項目 

① 水害・土砂災害を含む地域の実情に応じた防災計画（非常災害対策計画）が策定さ

れているか。 

 

②防災計画（非常災害対策計画）に次の項目がそれぞれ含まれているか。 

・介護保険施設等の立地条件 

・災害に関する情報の入手方法 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認 

・避難を開始する時期、判断基準 

・避難場所、避難経路、避難方法 

・災害時の人員体制、指揮系統 

・関係機関との連絡体制 

災害等対策について 

福津市からのお願い 

★感染症同様、衛生用品等、必要となるものを備蓄し、定期的に入れ替えて

ください（経年劣化します）。３日間の自助が基本になります。 

★災害発生時の内部の連絡体制、情報を得る方法を日頃から確認しておいて

ください。 

★災害時の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定してください。 
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■防災訓練（避難訓練）の実施 

たとえ立派な防災計画（非常災害対策計画）を立てても、普段から行っていないこと

は、緊急時にもできません。定期的に、様々な災害状況を想定して、防災計画（非常

災害対策計画）に基づいて、実効性のある防災訓練（避難訓練）を実施しましょう。 

 

防災訓練（避難訓練）の点検項目 

・水害・土砂災害の場合を含む地域の実情に応じた災害に係る避難訓練が実施された

か。 

  ・防災訓練（避難訓練）を実施した結果、計画と実態がそぐわない点はなかったか。そ

ぐわない場合は、訓練の結果を計画に反映させ、より実効性のある計画に！ 

 

事業所等が被災した場合は報告を 

災害により被災した場合には、適切な対応を行われるとともに、下記のＵＲＬに掲載され

ている「被災状況報告書」により、下記のところに報告することとなっています。居宅介

護支援事業者は、様式により、福津市高齢者サービス課介護事業所指導係に報告してくだ

さい。 

■様式や報告についての掲載場所 

福岡県ＨＰトップページ>健康・福祉・子育て>介護・高齢者福祉>介護施設・サービス事業所> 

高齢者福祉施設等における風水害対策の強化について 

 

 

 

 

 

 

 
災害時情報共有システムの運用開始 

 災害の規模等に応じて、国の指示があった場合には、「災害時情報共有システム」による

被災状況報告を行うことになります。国からの指示がない場合やシステムの利用ができな

い場合は、従来通り、被災状況報告書（様式２）により、管轄の保険者に提出いただくこ

とになります。 

 

※参考 

「災害発生時における被災状況等を把握するシステムの運用開始について」（令和 3年 9

月 1日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡） 

  「高齢者福祉施設等における風水害対策の強化について」（令和 3年 5月 20日付 3介第

454号） 

 

 

 
情報収集に活用してください 

 

■緊急速報メールサービス 

 福津市では、災害時等における緊急情報の伝達にあたり、テレビ・ラジオ、防災行政無

線、広報車両等を補完し、情報伝達手段の多重化を図るため、市域内の市民及び来訪者の

携帯電話に対し、事前の登録なく緊急速報メールを送信します。 

 

■地域密着型サービス事業所等の場合→ 所在地の保険者 

■指定居宅サービス事業所等の場合 → 所在地の保険者 

■高齢者福祉施設等の場合 → 管轄の保健福祉環境事務所 
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 緊急速報メール 

 ・緊急地震速報や災害情報、避難情報などを回線混雑の影響を受けずに配信できる携帯電

話向けメールサービスです。 

 ・福津市内に配置されたアンテナから電波の受信が可能な携帯電話に対し、自動的にメー

ルが配信されます。 

 ・前登録が不要ですので、福津市内への来訪者にも配信されます。 

  

 配信される緊急情報 

① 避難情報（対象範囲が広域な避難勧告・避難指示を発令・解除するとき） 

② 土砂災害警戒情報（福津市に土砂災害警戒情報が発表されたとき） 

③ 警戒区域情報（不発弾処理等における臨時の立入禁止区域等を設定したとき） 

④ 津波警報（市内に津波警報、大津波警報が発表されたとき） 

⑤ 国民保護情報（弾道ミサイル、大規模テロ情報等が通知されたとき） 

⑥ 緊急地震速報（震度 4以上の揺れが予想されるとき） 

 

※上記⑤は総務省消防庁から、上記④⑥は気象庁から、その他は福津市から配信します。 

 

■防災行政無線 

 単なるサイレンの吹鳴は、建物・林野火災発生時の消防団員の緊急招集令です。サイレン

は火災の時だけでなく、震度４以上の地震があった時や河川が氾濫しそうな時等にも吹鳴

するとともに、必要な情報を放送します。 

 

■福津市防災マップ 

 福津市防災マップは「2020年度版 福津市総合防災マップ」が最新版です。災害による

被害を最小限に抑えるためには、日ごろから事業所内での情報共有、利用者家族との連

携、地域との連携が大切です。福津市防災マップは福津市公式ホームページからもご覧い

ただけます。防災すまっぽん！福津防災と併せて活用ください。 

 

■防災すまっぽん！「福津防災」 

 スマートフォンで福津市総合防災マップやその他の防災情報を確認できます。持ち運びで

きる防災マップとしてご利用ください。 

 
 

災害発生時の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を 

  

 感染症発生時、災害発生時（火災、地震、洪水等）等、何が起こったかでとるべき行動も

変わってきます。日頃から「もしもの時の状況」を想定し、行動することをイメージして

おけば、いざという時に慌てず、行動できることにつながります。 

 ただし、計画は一度策定して終わりではありません。全国各地では自然災害が発生してい

ます。他所事と思わず、もしここで発生したらことを考え、職員間の情報共有、計画の見

直し等、最新の情報に置き換えて、その内容を必ず職員間で共有・確認しておくことが必

要です。 

 

 

←防災すまっぽん！「福津防災」はこちらから 
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災害等に関する情報を掲載したホームページ 

 

○福津市ホームページ　防災･防犯情報

　http://city.fukutsu.lg.jp/kurashi/bousai.php

　・防災計画､ハザードマップなど防災に関する情報を提供

○福岡県防災ホームページ

　https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/

　・災害による被害の防止や軽減などのために必要な気象情報などを提供

○福岡県県土整備部砂防課ホームページ

　http://www.sabo.pref.fukuoka.jp/

　・土砂災害に関する情報や県内の雨量情報などを提供

○国土交通省　川の防災情報

　http://www.river.go.jp/

　・全国の雨量や水位､洪水予報に関する情報などを提供

○気象庁

　http://www.jma.go.jp/

　・全国の気象や災害､洪水予報に関する情報を提供

○気象庁の洪水警報の危険度分布

　https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

　・中小河川の洪水害発生の危険度の高まりに関する情報を提供

○福岡管区気象台

　http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/

　・気象に関する特別警報､警報､注意報を市町村ごとに発表
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○ 個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号） 

○ 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

(H29.4.14 R2.10一部改正 個人情報保護委員会 厚生労働省) 

 

１．個人情報 

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特

定の個人を識別することができるものをいいます。介護関係事業者における個人情報の例

としては、ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記

録、事故の状況等の記録等があげられます。 

 

２．利用目的の特定 

個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（利用目的）をできる限り特定しなけ

ればなりません。特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う

場合には、あらかじめ本人の同意を得ることが必要になります。 

介護関係事業者が利用者から個人情報を取得する場合、当該情報を利用者に対する介護サ

ービスの提供や介護保険事務等で利用することは、利用目的の範囲内です。 

 

① 介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的 

〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕 

・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務等 

 

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 

・当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等と

の連携（サービス担当者会議等）、照会への回答等 

・介護保険事務のうち、保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出等 

・損害賠償保険等に係る保険会社等への相談、届出等 

 

② ①以外の利用目的 

〔介護保険事業者の内部での利用に係る事例〕 

・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 

 

３．利用目的の通知等 

介護関係事業者は、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表してお

くか、個人情報を取得した場合には、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または

公表しなければなりません。 

利用目的の公表方法としては、事業所内等に掲示するとともに、可能な場合にはホームペ

ージへの掲載等の方法により、なるべく広く公表する必要があります。 

個人情報の保護に関する法律第18条第4項第4号において、「利用目的が明らかであると認

められる場合」には公表しなくてよいこととなっていますが、介護関係事業者には、利用

者に利用目的をわかりやすく示す観点から、利用目的を公表することが求められます。 

 

 

 

個人情報保護に関する事項 
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４．安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督 

介護関係事業者は、個人データの安全管理のため、事業者の規模、従業者の様態等を勘案

して、以下に示すような取り組みを参考に必要な措置を行う必要があります。 

 

① 個人情報保護に関する規程の整備、公表 

② 個人情報保護推進のための組織体制等の整備 

③ 個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備 

④ 雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備 

⑤ 従業者に対する教育研修の実施 

⑥ 物理的安全管理措置（入退室管理の実施、機器・装置等の固定等） 

⑦ 技術的安全管理措置（個人データに対するアクセス管理 等） 

⑧ 個人データの保存 

⑨ 不要となった個人データの廃棄、消去 

⑩ 委託先の監督（契約において個人情報の適切な取扱いに関する内容を盛り込む等） 

 

５．個人データの第三者提供 

介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しては

いけません。ただし、以下に掲げる場合は、本人の同意を得る必要はありません。 

① 法令に基づく場合 

（例） 

・サービス提供困難時の事業者間の連絡・紹介 

・居宅介護支援事業者等との連携 

・利用者が不正な行為等によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

・利用者の病状の急変が生じた場合の主治医への連絡等 

・市町村による文書提出等の要求への対応 

・厚生労働大臣、県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応 

・県知事による立入検査等への対応 

・市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 

・事故発生時の市町村への連絡 

② 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

③ 公衆衛生の向上、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

④ 国の機関、地方公共団体、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき。 

 

６．その他の事項 

・保有個人データに関する事項の公表等 

・本人からの求めによる保有個人データの開示、訂正、利用停止等（保有個人データの開

示等の求めについて、利用者等の自由な求めを阻害しないため、医療・介護関係事業者にお

いて、開示等の求めに係る書面に理由欄を設けること等により開示等を求める理由の記載を

要求すること及び開示等を求める理由を尋ねることは不適切である） 

・苦情の処理 

 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

厚生労働省ＨＰトップページ>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労働政策全般>個人

情報保護>厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等 
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駐車許可制度の概要 

駐車禁止場所（道路標識等により車両の駐車が禁止されている道路の部分等）に駐車せざ

るを得ない特別な事情がある場合には、その駐車禁止場所を管轄する警察署に対して駐車

の許可を申請することができます。 

車両は、警察署長が申請に係る駐車の時間、場所、用務及び駐車可能な場所の有無につ

き、下記要件に基づいた審査を行った上で許可したときは、駐車禁止場所に駐車すること

ができる制度です。 

 

駐車許可の要件 

次のいずれにも該当することを要件とします。 

１．許可を受けようとする駐車の時間が、次のいずれにも該当するものであること。 

（１）駐車により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する時間帯でないこと。 

（２）駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこ

と。 

 

２．許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。 

（１）道路標識等で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所（放置車両となる場合

を除く）またはパーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間であること。 

（２）無余地場所及び駐車方法違反になる場所でないこと。 

（３）駐車により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する場所でないこと。 

 

３．許可を受けようとする駐車の理由に係る用務が、次のいずれにも該当するものであるこ

と。 

（１）公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困

難と認められる用務であること。 

（２）5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不

可能、または著しく困難と認められる用務であること。 

（３）道路使用に該当する用務でないこと。 

 

４．許可を受けうとする場所の駐車について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場

及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、またはこれらの利用が不可

能もしくは著しく困難と認められること。 

（１）重量物または長大物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両は、当該用務

先の直近 

（２）（１）以外の車両は、当該用務先からおおむね100ｍ以内 

 

〇根拠法令 

道路交通法第45条第1項、道路交通法第49条の5、福岡県道路交通法施行細則第7条 

 

〇申請窓口 

駐車しようとする禁止場所を管轄する警察署の交通課 

 

〇申請受付時間 

月曜日から金曜日まで（休日、年末年始を除く。）  9：00～16：00 

駐車許可の申請手続きについて 
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〇申請書類 

１．駐車許可申請書 

申請窓口で受領できるほか、福岡県警察のホームページからダウンロードにより取得でき

ます。 

 

２．添付書類 

（１）申請に係る車両の自動車検査証の写し 

（２）許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図（建物または施設の名称等が

判別できるもので、駐車の場所に印を付したもの） 

（３）運転者の運転免許証の写し 

（４）駐車に係る用務を疎明する書類 

 

※申請内容に応じて上記以外の書類が必要となる場合がありますので、詳細は申請窓口に

お問い合わせください。 

 

手続き方法の詳細、申請書ダウンロード等はホームページで確認ください。 

 

 

 

 

 

緊急時における許可時間の変更申請 

既に許可を受けている駐車時間について、緊急の事情がある場合には、前記申請受付時間

内外に関わらず、口頭・電話により許可時間の変更を申請することができます。 
 

１．申請方法 

許可を受けた警察署に対して、「緊急時における駐車許可時間の変更申請」である旨のほ

か・申請者の氏名（事業所の名称）／電話番号／許可番号／訪問先・変更前と変更後の駐

車時間／駐車時間の変更理由を申し出てください。 
 

２．許可時間変更後の駐車方法 

駐車時間の変更について許可する場合は、警察署から承認番号をお伝えしますので、記載

例の書面を申請者自身で作成の上、お持ちの駐車許可証とともに、車両の前面の見やすい

箇所に提出してください。 

※この申請は、緊急の事情により許可時間を一時的に変更するものです。 

申請日以降、引き続き当該変更した時間に駐車する場合は、許可を受けた警察署で必要

な手続きを行ってください（手続の詳細は、許可を受けた警察署にお問い合わせくださ

い）。 

 記載例） 

 

 

 

 

３．問い合わせ先    

各警察署交通課 

【福岡県警察ホームページ】 

 福岡県ホームページホーム>申請・手続き>各種手続コーナー>交通に関する手続き>各種申

請に関すること>駐車許可の申請手続きについて 

 駐車許可証番号○○○番については、駐車時間を○○時○○分から○○時○○分まで

の間に変更申請し、承認を受けています 

 □□警察署   承認番号○○番 
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■共生型サービスの対象となるのは、次表のとおりです。

種類 介護保険サービス 障がい福祉サービス等

ホームヘルプサービス 訪問介護 ⇔
居宅介護
重度訪問介護

デイサービス 通所介護 ⇔

生活介護（※1）
自立訓練（機能訓練・生活訓練）
自動発達支援（※2）
放課後デイサービス（※2）

療養通所介護 ⇔
生活介護（※3）
児童発達支援（※4）
放課後等デイサービス（※4）

ショートステイ 短期入所生活介護 ⇔ 短期入所

（看護）小規模多機能型居宅介護
（介護予防を含む）

・通所
⇒

生活介護（※1）
自立訓練（機能訓練・生活訓練）
自動発達支援（※2）
放課後デイサービス（※2）

・宿泊 ⇒ 短期入所

・訪問 ⇒
居宅介護
重度訪問介護

「通所・訪問・宿泊」と
いったサービスの組合
せを一体的に提供する

サービス

 

 

 

共生型サービスとは、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、

介護保険制度と障害福祉制度に、新たに位置づけられたサービスです（平成30年4月）。

このことは、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険のサービスにもある場合、

介護保険サービスの利用が優先されるため、従来から障害福祉サービス事業所を利用して

いた障害者が65歳以上の高齢者となった場合に、馴染みの事業所を利用し続けられないと

いう従来からの課題を解消するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※1)主に重症心身障害者を通わせる事業所を除く。(※2)主に重症心身障害児を通わせる事業所を除く。 

(※3)主に重症心身障害者を通わせる事業所に限る。(※4)主に重症心身障害児を通わせる事業所に限る。 

 

 

共生型サービスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

共生型サービスの概要について 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度 

   居宅介護支援事業所集団指導【共通編】 

   福津市高齢者サービス課介護事業所指導係 

   電話 ０９４０－４３－８１９１ 


