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Ⅰ 全サービス共通事項 

 

１ 感染症や災害への対応力強化 

（１）感染対策の強化 

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づけ

る。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。  

  

●運営基準（省令）において、以下を規定（一部抜粋）。 

（衛生管理等） 

第３１条 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう

に、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護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（

テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことがで

きるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に

周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護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指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、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。 

 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的に

は次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を

設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

イ 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 

当該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（以下「感染対策

委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ま 

しく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望まし

い。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感

染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催

するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。感染対策委員

会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以

下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療
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・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「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時

の対応を規定する。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染

対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、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、行政等への報告等が想定される。  

また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこ

とも必要である。なお、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」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止

のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業

所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても

記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材

」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。ま

た、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーショ

ン）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に

行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感

染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み

合わせながら実施することが適切である。 

 

上記の取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいも

のであるため、「介護現場における感染対策の手引き」や「介護保険サービス従事者向けの

感染対策に関する研修」等各資料を活用してください。 

 

【参考】 

・（厚生労働省ウェブページ）介護現場における感染対策の手引き等の掲載 

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

umatome_13635.html 

・（厚生労働省ウェブページ）介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修の掲載 

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

ntaisaku_00001.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku_00001.html


4 

 

（２）業務継続に向けた取組の強化  

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築 

する観点から、介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓 

練（シミュレーション）の実施等を義務づける。その際、３年間の経過措置期間を設けることと 

する。 

  

●運営基準（省令）において、以下を規定（一部抜粋）。 

（業務継続計画の策定等） 

第３０条の２ 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問

介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「

業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、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しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、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

を行うものとする。 

 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

① 居宅基準第３０条の２は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用

者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定すると

ともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対し

て、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。 

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第３０条の２に基づき事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。ま

た、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び

訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、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

基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附

則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされ

ている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。 

なお、各項目の記載内容については、「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」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目について 

は実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げる

ものではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

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） 
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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） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

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 

③ 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する。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（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しい。また、研修の実施内容についても記録すること。 

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ない。 

④ 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（年１回以上）に実施するものとする。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ない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み

合わせながら実施することが適切である。 

上記の取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいも

のであるため、「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」や業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）作成支援に関する研修動画等資料を活用してください。  

 

【参考】 

・（厚生労働省ウェブページ）介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等の掲載  

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

umatome_13635.html 

・（厚生労働省ウェブページ）介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援

に関する研修の掲載 

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

_00002.html 

 

 

２ 自立支援・重度化防止の取組の推進 

（１）介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進  

介護関連データの収集・活用及び PDCA サイクルによる科学的介護を推進し、介護サービ

スの質の向上を図る観点から、全てのサービスについて、  CHASE・VISIT（統合後の名称

：LIFE（科学的介護情報システム））を活用した計画の作成や事業所単位での PDCA サイ

クルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
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
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令和３年度の報酬改定において、訪問介護サービスに「LIFE（科学的介護情報システム

）」を活用した加算はありません。  

 

 

３ 介護人材の確保・介護現場の革新 

（１）人員配置基準における両立支援への配慮  

介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防

止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直

しを行う。 

 

●「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用す

る場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週３０時間以上の勤務で「

常勤」として扱うことを認める。  

 

●「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利

用する場合、週３０時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認め

る。 

 

●人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や

育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算する

ことで、人員配置基準を満たすことを認める。  

この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算につい

て、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員（同等の資質を有する複数

の非常勤職員）についても常勤職員の割合に含めることを認める。  

  

●運営基準（省令）において、以下を規定（一部抜粋）。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第３条 

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項

に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなら

ない。 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（抄） 

居宅基準第３条第４項は、指定居宅サービスの提供に当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する

介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供す

るサービスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。この場合において、「科学的介

護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term careInformation system For Evidence）」に情報を提出し、当

該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい（この点については、以下の他のサービス種

類についても同様とする。）。 
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○ 介護保険最新情報Ｖｏｌ．９４１（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．１））抜粋 

 

「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修

の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。 

 

 

（２）ハラスメント対策の強化  

介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事

業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつ

つ、ハラスメント対策を求めることとする。  

 

●運営基準（省令）において、以下を規定（一部抜粋）。 

（勤務体制の確保等） 

第３０条 

４「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪

問介護員等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じなければな

らない。」 

 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

④ 同条第４項は、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（昭和４７年法

律第１１３号）第１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第３０条の２第１項の規定に基づき、事業主には、

職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」と

いう。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定した

ものである。 

事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりと

する。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受

けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指針（平成１８年厚生労働省告示第６１５号）及び事業主が職場に

おける優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されて 

いるとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
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相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第２４号）附則第３条の規 

定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律第３０条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とす 

る事業主については資本金が５０００万円以下又は常時使用する従業員の数が１００人以下の企業）

は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の

確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、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、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切 

に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対

応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実

施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。 

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていること

から、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場にお

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」等を参考にした取

組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームペー

ジに掲載しているので参考にされたい。 

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

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置

事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各種研修の 

費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラ

スメント対策を推進することが望ましい。  

 

（参考）ハラスメント対策に関する事業主への義務付けの状況 

●職場におけるセクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均等法において、職場におけるパワーハラ

スメントについては労働施策総合推進法において、事業主に対して、事業主の方針等の明確化や相談体制の整

備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けている。（パワーハラスメントの義務付けについて、大企業

は令和２年６月 1 日、中小企業は令和４年４月１日から施行（それまでは努力義務））  

●職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、 

①セクシュアルハラスメントについては、指針において、男女雇用機会均等法（昭和 47 年法律第 113 号）にお

いて事業主に対して義務付けている雇用管理上の措置義務の対象に含まれることが明確化された（令和２年６

月１日より）。  

②パワーハラスメントについては、法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではないものの、指針に

おいて、事業主が雇用管理上行うことが「望ましい取組」のとして防止対策を記載している（令和２年６月１

日より）。  

※職場におけるセクシュアルハラスメント ＝ 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により
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当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの又は当該性的な言動により労働者の就業環境が害される

もの。 

 ※職場におけるパワーハラスメント ＝ 職場において行われるⅰ優越的な関係を背景とした言動であって、ⅱ

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害されるものであり、ⅰからⅲまでの

要素を全て満たすもの。※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示や指導について

は、該当しません。 

【参考】 

・（和歌山労働局ウェブページ）職場におけるハラスメント対策 

https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00076.html 

 

（基準省令上の対応） 

令和３年度報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどの

ハラスメント対策として、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点か

ら、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関す

る事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとしています。 

（介護報酬上の対応） 

対策の一環として、いわゆるカスタマーハラスメント（利用者又は利用者の家族等からの

ハラスメント）に対応するため、２人の訪問介護員によるサービス提供を行うことについて、

利用者又はその家族等の同意を得ており、かつ、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為

等が認められる場合には可能としており、この場合、介護報酬上、２倍の報酬を算定できる

仕組みとしています。 

（マニュアル・手引き等の作成） 

厚生労働省のホームページにおいて、利用者又は利用者の家族等からのハラスメントに関

する、対策マニュアルや管理者・職員向けの研修用の手引き等が掲載されておりますので、

各施設・事業所内においてハラスメント対策を一層推進するため、これらの積極的な活用を

お願いします。 

【参考】 

・（厚生労働省ウェブページ）「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等の掲載 

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

 

 

（３）会議や多職種連携における ICT の活用 

運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の居宅を訪問しての

実施が求められるものを除く）について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の

見直し。 

●利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。  

●利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、

https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00076.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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テレビ電話等を活用しての実施を認める。  

介護事業所では、利用者情報を職員が共有することが考えられます。そこで、情報を利用

する際は、利用者の識別及び認証、情報の区分管理とアクセス権限の管理、アクセスの記録、

不正ソフトウェア対策などを行い、安全に情報管理ができるよう、ガイドラインに沿ったセ

キュリティー対策を行ってください。 

また、介護事業者は、利用者やその家族について、他人が容易に知り得ないような詳細な

個人情報を入手する立場にあることから、適正かつ厳格に取り扱わなければなりません。 

 

 

（４）利用者への説明・同意等に係る見直し  

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏ま

え、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直

し。 

●書面で「説明」「同意」等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めること

とする。 

●利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段

を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。  

電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。」 

「同意」についての代替手段の例示としては、電子メールのやりとりやタッチパッドによ

る署名が挙げられます。 

 事業所側が利用者等に対して求める署名・押印については、「同意」を得るためのひとつ

の手段として、今後も引き続き用いることができますが、例えば、押印の省略を行ったうえ

で、署名についても求めないことを行う場合については、利用者又はその家族等との間で何

らかのトラブルが発生するおそれが生じないよう、利用者側が同意に係る判断を行うために

必要と考えられる合理的かつ適切な方法による代替手段を事前に明示した上で、利用者等か

ら同意を得ていることがわかるものを事業所側に残す工夫が必要となります。 

 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑼において「事業者等」という。）は、書面の作

成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ま

たは磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等

をもって調製するファイルにより保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る
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電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存 

する方法 

ハ その他、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（平成 11 年厚生省令第 37 

号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第２１７条第１項において電磁的記録により行うことが

できるとされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「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「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上

で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から第６項までの規定に準じた方法に

よること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えら

れること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における

署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆

Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

ニ その他、指定居宅サービス基準第２１７条第２項において電磁的方法によることができるとされてい

るものに類するものは、イからハまでに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的

方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「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「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書については、押印を不要とする変

更等が行われたものとみなして取り扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと 

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとすること。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、事業者に過度な負担が生じな

いよう配慮し、必要以上の添付書類等を求めないものとすること。  

 

 

（５）員数の記載や変更届出の明確化  

介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営

規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載するこ

とが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」につい

て、その変更の届出は年１回で足りることを明確化する。  
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●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当た

っては、居宅基準第５条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記

載することも差し支えない（居宅基準第８条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合について

も、同様とする。）。 

 

 

（６）記録の保存等に係る見直し  

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、

介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを

求めた上で、電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する。  

○ 記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。  

 

○ 介護保険最新情報Ｖｏｌ．９５２（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．３）） 

抜粋 

（問）指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定権者が独自に規

定を定めている場合の取扱い如何。 

（答） 

・なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っていれば、指定基準違反になるもの

ではない。  

 

 

（７）運営規程等の掲示に係る見直し  

介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要

事項について、 事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能

とする。 

 

●運営基準（省令）において、以下を規定（一部抜粋）。 

（掲示） 

第３２条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護

員等の勤務の体制その他の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掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

 

介護保険法に基づく省令において、介護事業者は、「事業所の見やすい場所に、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の選択に資すると認められる重要事項を
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掲示しなければならない。」とされています。 

これらの重要事項については、  

・ 利用申込者、利用者又はその家族が、事業所を比較・検討して適切に選ぶため  

・ また、利用者の家族が施設に面会に来た際に、事業所のサービス提供体制が整っているかど

うかを確認するため 等 

に必要な情報であることから、介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して見やす

い場所（一般的には、玄関や入口等）に掲示することを事業所に求めているものですが、「従業

者の勤務の体制」について、従業者の氏名が含まれる勤務体制表を事業所の見えやすい場所に掲

示していたところ、目的外に利用されるケースがあるとの指摘があった旨が、令和３年３月９日

付「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」に記載されています。 

「従業者の勤務の体制」については、例えば、管理者、介護職員等の職種ごと、日勤・夜勤ご

と、常勤・非常勤ごとの人数を掲示することにより従業者の勤務体制がわかるようにする趣旨で

あり、従業者の氏名まで掲示することを求める趣旨ではありませんのでご留意ください。 

 

 

４ その他 

（１）高齢者虐待防止の推進  

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待

の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定

めること、併せて運営規程等に虐待の防止のための措置に関する事項を記載することを義務

づける。【３年の経過措置期間】 

 

●運営基準（省令）において、以下を規定（一部抜粋）。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第３条 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

（略） 

（運営規程） 

第２９条 

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

一～六（略） 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

（略） 

（虐待の防止） 

第３７条の２ 

指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 
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一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護

員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

運営規程 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待

が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること（以

下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

 

●基準省令の解釈通知において、以下を掲載（一部抜粋）。 

虐待の防止 

居宅基準第３７条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目的の

一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指

定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するた

めの対策及び発生した場合の対応等については、「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」（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されている

ところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観

点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあ

たる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに

関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者と

しての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい

立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村

の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る

相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問介護事業者は当該

通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めること

とする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止

するために次に掲げる事項を実施するものとする。 
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なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の経過措置を

設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバー

の責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専

門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定さ

れるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて

慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと

して差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等に

より行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「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「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得

た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要

がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 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 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、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 

ヘ 虐待等が発生した場合、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 

ト 前号の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 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととす

る。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 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 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 
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リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づき、虐待の防

止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者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の防止のため

の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し

支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実

施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、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。  

 上記の取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいも

のです。 

本市では、高齢者虐待の防止等に向けて「和歌山市 高齢者虐待防止・対応マニュアル」

を平成１９年２月に作成し、よりシンプルにわかりやすい構成となるよう心掛けて、平成２

９年３月に改訂を行いました。各事業所・施設内の他の職員の方々にも広く周知いただくと

ともに、本マニュアルを日常業務においてご活用ください。 

なお、運営規定等への「虐待の防止のための措置に関する事項」の追記は以下の【記載例】

を参考にしてください。 

 

【記載例】 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第○条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

（１）虐待の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。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）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。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ サービス提供中に、当該事業所の従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利

用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。 

 

（参考） 

【高齢者・地域福祉課ホームページ：和歌山市 高齢者虐待防止・対応マニュアル」 

（ホームページ番号：1002700）】 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009417/soshiki/1002616/1002640/10027

00.html 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009417/soshiki/1002616/1002640/1002700.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009417/soshiki/1002616/1002640/1002700.html
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Ⅱ 訪問介護 

 

１ 地域包括ケアシステムの推進 

（１）認知症専門ケア加算等の見直し 

認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観

点から、訪問系サービス（訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護）について、他のサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設

する。 

 

〔算定要件〕 ※既存の他サービスの認知症専門ケア加算と同様の要件  

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞  

・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の１００分の５０以上 

・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が２０ 

名未満の場合は１名以上、２０名以上の場合は１に、当該対象者の数が１９を超えて１０ 

又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施  

・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係  

る会議を定期的に開催 

＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞  

・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を  

１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施  

・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定  

 

 

（２）認知症に係る取組の情報公表の推進 

介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点か

ら、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認

知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを

求めることとする。 

 

 

令和３年度の介護報酬にかかる改定及び関係省令の改正が行われることに伴い、介護サービス

情報公表制度の公表項目の追加等を行われると共に、介護サービス情報公表システム（以下「情

報公表システム」という。）についても所要の改修を行うことされています（７月頃を予定。）。 

具体的な公表項目の追加内容等は、今後、「「介護サービス情報公表制度」の施行について」

（平成１８年３月３１日老振発第 0331007 号厚生労働省老健局振興課長通知）の一部を改正し

て通知されます。 
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（参考）介護サービス情報公表制度の公表項目に関する主な追加内容等（案） 

○ 認知症に関する取組の情報公表の推進 

介護サービス事業所の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介

護サービス事業所（居宅療養管理指導を除く）を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取

組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。 

具体的には、現行の「事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況」に加えて、

各事業所の認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、左記以

外の認知症対応力向上研修を受講した者の人数に関する調査項目を追加する予定である。 

 

 

（３）訪問介護における看取り期の対応の評価 

看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が

必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介

護を提供する場合に、訪問介護に係る２時間ルールの運用を弾力化し、２時間未満の間隔で

訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とす

る。 

 

●留意事項通知（一部抜粋） 

訪問介護の所要時間 

④ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に１回の

長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介

護からおおむね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する

ものとする（緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。） 

 

 

（４）訪問介護における通院等乗降介助の見直し 

○ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点か

ら、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院

等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移

送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、

算定可能とする。 

※この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所

系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期

入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととす

る。 
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●留意事項通知（一部抜粋） 

ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利

用して居宅へ帰る場合  

通所介護事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回について、通院等乗降介助を算定で

きる。 

・居宅 

↓ 

・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・居宅 

 

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して通所

介護事業所へ行場合  

居宅と病院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回について、通院等乗降介助を算定で

きる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓ 

・居宅 

 

ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院へ行き、その後再び通院等乗降介

助を利用して居宅へ帰る場合 

居宅と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の３回について、通院等乗降

介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（３回目） 

・居宅  
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○ 介護保険最新情報Ｖｏｌ．９５３（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．４）） 

抜粋 

（問）１日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通

院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。 

 

（答） 

・ 居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だ

けをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療機関への移送に

伴う介護については､「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。 

・ ただし、居宅が起点又は終点となる場合、その間の医療機関から医療機関への移送に伴う介護について

は、同一の事業所が移送を行う場合に限り、算定することができる。 

 

 

（５）特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保 

中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点か

ら、令和２年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービ

ス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それ

ぞれについて分けて指定を行う。  

 

 

和歌山市は①特別地域加算、②中山間地域等の小規模事業所加算、③中山間地域等に居住

する者へのサービス提供加算の対象地域外です。なお、和歌山市以外の県内他市町村につい

ては、半島振興対策実施地域に指定されています。 

 

 

２ 自立支援・重度化防止の取組の推進 

（１）生活機能向上連携加算の見直し 

○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリ

ハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る

観点から、以下の見直し及び対応を行う。  

 

●訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、サー

ビス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共

同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるために

は多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファ

レンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分し

た上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンス

でも差し支えないことを明確化する。  

※ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連
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携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を

公表するなどの取組を進める。  

 

 

 

３ 介護人材の確保・介護現場の革新 

（１）特定事業所加算の見直し 

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサ

ービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数

が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分（Ⅴ）を設ける。 

 

＜特定事業所加算（Ⅴ）＞ 

○ 体制要件 （※特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）と同様） 

・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 

・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開

催（テレビ電話等のＩＣＴの活用が可能）（追加） 

・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 

・健康診断等の定期的な実施 

・緊急時等における対応方法の明示 

○ 人材要件 

・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％以上であること 

※加算（Ⅴ）は、加算（Ⅲ）（重度者対応要件による加算）との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ

)、(Ⅳ)（人材要件が含まれる加算）との併算定は不可。 

 

 

（２）介護職員（等特定）処遇改善加算の見直し 

●介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏

まえ、廃止する。その際、令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者

については、１年の経過措置期間を設けることとする。 

 

●職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下

の取組がより促進されるように見直しを行うこと。  

・職員の新規採用や定着促進に資する取組  

・職員のキャリアアップに資する取組  

・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組  

・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組  

・生産性の向上につながる取組 

・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務

継続に資する取組 
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※職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること  

 

●介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない

賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、

小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行

う。 

・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の

「２分の１を上回らないこと」とするルールは維持した上で、  

・ 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「２倍以上とすること」とす

るルールについて、「より高くすること」とする。  

 

○ 介護保険最新情報Ｖｏｌ．９４１（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．１）） 

抜粋 

（問）職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知し

ていることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。 

 

（答） 

・ 職場環境等要件については、令和３年度改定において、計画期間における取組の実施が求められること

とされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度

に行うことで、当該要件を満たすことも可能であること。  

 

 

（３）サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保 

●訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、

認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して

サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めるこ

ととする。 

 

●また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所

に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは

差し支えないことを明確化する。 

 

●同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割

合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を

事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確

認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につなが

っているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。 

（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組み

の周知期間の確保等のため、１０月から施行） 
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４ その他 

（１）新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和３年９月末までの

間、基本報酬に０．１％上乗せする。 

 

○ 介護保険最新情報Ｖｏｌ．９６８（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．７）） 

抜粋 

（問）令和３年９月３０日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。 

 

（答） 

令和３年９月３０日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、０．１％上乗せすることとしているが、請

求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合返戻となること

から、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（確定版）」（令和３年３月３１日

付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡）「Ⅲ－資料３_介護給付費明細書及び給付管理票記

載例」の記載方法を参考に対応されたい。 

 

 


