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指定居宅介護支援事業者に係る集団指導説明会 次第 

 

日時：令和３年３月２４日（水） 

                            １０時００分～ 

場所：酒田市役所７階７０３号室 

 

 

１、開 会 

 

２、あいさつ 

 

３、連絡事項（認定係より） 

 

４、説 明 

 

○令和３年度介護報酬改定における改定事項について・・・・・２ページ 

○報酬改定に伴う変更届出等について・・・・・・・・・・・１５ページ 

○指定の更新について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ページ 

○基準条例等の改正について・・・・・・・・・・・・・・・１９ページ 

○新型コロナウイルス感染症に係る取扱い等について・・・・２０ページ 

○入院日の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ページ 

○事業所連絡先の報告・変更について・・・・・・・・・・・２１ページ 

 

５、閉 会 
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◇感染対策委員会をおおむね６月に１回以上定期的に開催すること。 

 ◇構成メンバーの役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策担当者を決める。 

 ◇従業者が１人の事業所については、指針を整備することで委員会を開催しないことも差し支え 

ないが、外部の感染管理等専門家と連携することが望ましい。 

 ◇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。 

  ・平常時の対策（環境の整備、手洗い等の標準的予防策等） 

・発生時の対応（発生状況の把握、感染拡大の防止、関係機関との連携、行政等への報告等） 

  ※記載内容の例は「介護現場における感染対策の手引き」を参照すること。 

  （手引き）https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf 

 ◇研修は定期的に行い（年１回以上）、新規採用時にも実施することが望ましい。 

また、研修内容は記録すること。研修教材は厚生労働省ホームページでも公開している。 

（研修教材のページ） 

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

 ◇発生時の対応について訓練を定期的に行うこと（年１回以上）。 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku_00001.html
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◇業務継続計画の記載内容は上記のガイドラインを参照すること。 

 （厚生労働省ホームページ「業務継続ガイドライン」） 

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

◇主な記載項目は次のとおり。 

 

感染症に係る業務継続計画 災害に係る業務継続計画 

平時からの備え（体制構築、感染防止の取組、備蓄品の

確保等） 

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） 

初動対応 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

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） 
他施設及び地域との連携 

 

◇研修は定期的に行い（年１回以上）、新規採用時にも実施することが望ましい。 

◇訓練は定期的に行い（年１回以上）、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 

ケアの演習等を行う。実施にあたっては、机上及び実地での訓練を組み合わせることが適切である。 

◇感染症に係る部分は２ページに掲載の感染症対策と一体的に実施することも差し支えない。 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
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 ◇事業主が講ずべき措置の具体的内容 

  ・方針の明確化及びその周知、啓発（ハラスメントの内容やハラスメントを行ってはならない旨の方針） 

・相談への体制整備（相談に対応する担当者、窓口を定め労働者に周知する） 

 ◇顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために望ましい取組 

  ・相談体制の整備 

  ・被害者への配慮（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） 

  ・被害防止の取組（マニュアル作成、研修等） 

 ◇介護現場におけるハラスメントに対するマニュアル、手引きは厚生労働省資料を参照すること。 

  （厚生労働省ホームページ） https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

 

 
 ◇サービス担当者会議、感染対策委員会、虐待防止検討委員会については、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）を活用して行うことができる。 

 ただし、利用者や家族等が参加するものは当該利用者等の同意を得ること。 

◇活用にあたっては、個人情報の取扱い等ガイドラインを遵守すること。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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 ◇電磁的方法による同意とは、例として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。 

 ◇電磁的方法による締結は、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。 

 

 

 

 

 

 
 ◇介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨 

であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 
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 ◇虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応等の観点を踏まえ、必要な措置を講ずること。 

◇虐待防止検討委員会を定期的に開催すること（回数規定なし）。 

 ◇構成メンバーの役割分担を明確にするとともに、専任の担当者を置く。当該担当者は、委員会の 

責任者と同一の従業者が努めることが望ましい。 

 ◇委員会では次のような事項を検討する。また、そこで得た結果を従業者に周知すること。 

  ・委員会その他事業所内の組織に関すること 

  ・虐待の防止のための指針の整備に関すること 

  ・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

  ・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 

  ・従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が適切に行われるための方法に関すること 

  ・虐待等が発生した場合、その原因等の分析から得られる再発防止策に関すること 

  ・再発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 

 ◇虐待の防止のための指針に次のような事項を盛り込むこと。 

  ・事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

・委員会その他事業所内の組織に関する事項 

・虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

・虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

・虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

・成年後見制度の利用支援に関する事項  

・虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

・その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

◇研修は定期的に行い（年１回以上）、新規採用時には必ず実施すること。 

◇研修の内容は記録すること。 
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◇情報通信機器の例 

 ・利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン 

 ・訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウェアを組み込んだタブレット 

（事務職員の配置については、現在検討中とされている） 
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◇「多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス」とは、介護給付等対象 

サービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動による 

サービス等をいう。 

◇特定事業所加算Ａの職員配置は、少なくとも３名の職員配置が必要となる。 

常勤専従の介護支援専門員＋常勤換算方法で１の介護支援専門員＋常勤専従の主任介護支援専門員 
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 ◇同一事業者によって提供されたものの割合については、上位３位まで記載すること。 

 ◇既定の「複数の事業者の紹介を求めること、計画原案に位置付けた事業者の選定理由の説明を 

求めることができることについて説明を行う」と同様に、文書の交付と口頭説明を行い、利用者 

から署名を得る必要がある（サービスの提供の開始に際し行うものとする）。 

また、これについて適切な取扱いが確認できない場合は減算の対象となる。 

 ◇前６月間とは【前期（３月１日～８月末日）】と【後期（９月１日～２月末日）】をさす。 
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   ◇同席にあたっては、利用者の同意を得た上で行うこと。 

 

 
 

◇病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保険施設から退院または退所する者。 

◇医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者であること。 
◇必要なケアマネジメントを行い、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること。 
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 ◇計画を作成または変更し基準に該当した場合は、翌月の末日までに届け出ること。 

 ◇令和３年１０月１日以降に作成または変更したものが対象となる。 
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 ◇当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において「返戻」となる。 
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○報酬改定に伴う変更届出等について 

 今般の報酬改定に伴う変更届及び加算減算の届出については次のとおり取り扱います。 

 

 ◇運営規程（重要事項説明書、契約書を含む） 

 ・利用者への新たな説明事項等を適切に記載し、変更届出書（様式第３号）を添えて提出 

してください。説明事項が適切に記載されない場合、減算の対象となる場合があります。 

 

 ◇管理者 

 ・令和３年４月１日以降に新たに居宅介護支援事業所の管理者となる場合は、主任介護支援 

専門員であることの確認が必要です。よって、資格証等の写しは介護支援専門員証の写し 

及び主任介護支援専門員（更新）研修修了証書の写しが必要となります。 

※いずれも変更日時点で資格が有効期間内であるかどうか分かるものを提出願います。 

 

 ◇介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算減算の届出） 

 ・令和３年４月１日から加算減算の状況に変更がある場合は４月１５日までに届出を行って 

ください。なお、届出様式は現在作成中ですので、後日市ホームページに掲載し、メール 

にてご連絡いたします。 

 ・特に、特定事業所加算Ⅰ～Ⅲについては新たな要件が追加されていますので、４月以降に 

要件を満たしているか必ず確認してください。 

 ・「情報通信機器等の活用等の体制」については、届出がなければ「なし」とみなされます。 

 

（体制等状況一覧表の案） 
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○指定の更新について 

 

1 更新申請の受付期間 

更新申請の受付期間は、原則として有効期間満了日の２ヶ月前から１ヶ月前としています。 

更新手続が必要な事業所に対しては個別に連絡は行いますが、事業所でも有効期間満了日を 

把握の上、手続きに遺漏のないよう注意してください。 

 

2 更新申請に必要な書類及び留意事項 

【提出書類】 

・指定更新申請書、付表 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

・誓約書 

・介護支援専門員一覧及び介護支援専門員証の写し 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類 

【留意事項】 

・上記のほか、提出を求める書類がある場合は別途連絡します。 

・令和３年２月１日より指定更新申請書の様式が新しくなりました。市ホームページから 

新しい様式をダウンロードして使用してください。 

（URL：http://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kaigohoken/jigyokeikaku/chiikitodokede.html） 

 

３ 各事業所の指定有効期間満了日 

満了日は指定日の６年後の前日になります。（例：R3.3.23指定⇒R9.3.22満了） 

 

居宅介護支援 

 法人名 事業所名 事業所所在地 指定有効期間満了日 

1 （株）福祉のひろば 株式会社福祉のひろば 穂積字上市神 139-5 Ｒ8.3.31 

2 （福）庄内福祉会 
在宅介護複合施設ほづみ 

指定居宅介護支援事業所 
宮海字林内 23 Ｒ6.4.25 

3 （有）介護プラザすずらん 介護プラザすずらん 上安町 3-7-12 Ｒ8.7.25 

4 （福）かたばみ会 在宅介護支援センターかたばみ荘 北千日堂前字松境 18-1 Ｒ8.10.23 

5 酒田健康生活協同組合 にじの輪 泉町 1-16 Ｒ4.5.30 

6 （有）愛・めぐみ 多機能型介護ステーションぬくもり  泉町 9-19 Ｒ5.6.19 

7 （医）さつき会 ケアプランセンター明日葉 曙町 2-18-6 Ｒ3.9.25 

8 （株）ニチイ学館 ニチイケアセンター酒田 中町 1-13-15 Ｒ8.6.30 

 

http://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kaigohoken/jigyokeikaku/chiikitodokede.html
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 法人名 事業所名 事業所所在地 指定有効期間満了日 

9 （株）電化社 さふらん酒田南店 中町 3-2-18 Ｒ8.10.23 

10 （医）健友会 本間病院居宅介護支援事業所 中町 3-5-23 Ｒ4.10.28 

11 サードステージ（株） 指定居宅介護支援事業所ゆたか 一番町 1-17 Ｒ6.10.2 

12 （福）光風会 芙蓉荘居宅介護支援サービス 宮野浦 3-20-1 Ｒ8.3.31 

13 
山形県高齢者福祉

生活協同組合 

酒 田 地 域 福 祉 事 業 所 

ヘルパーステーションこだま  
光ヶ丘 5-13-32 Ｒ8.3.31 

14 （福）正覚会 
ラ イ フ ケ ア 黒 森 

指定居宅介護支援事業所 
黒森字葭葉山 54-10 Ｒ8.3.31 

15 （福）東平田福祉会 あずま指定居宅介護支援事業所 関字向 126-2 Ｒ8.3.31 

16 （医）丸岡医院 丸岡医院指定居宅介護支援事業所 亀ヶ崎 6-9-15 Ｒ8.3.31 

17 アースサポート（株） アースサポート酒田 若原町 5-2 Ｒ6.11.20 

18 （福）光風会 シェ・モワ介護支援サービス  緑町 13-38 Ｒ8.3.31 

19 （福）友和会 サン･シティ指定居宅介護支援事業所  曙町 2-28-5 Ｒ8.3.31 

20 （福）酒田市社会福祉協議会 
居宅介護支援事業所 

酒田市社会福祉協議会 
新橋 2-1-19 Ｒ5.10.31 

21 （医）徳洲会 
医療法人徳洲会介護老人保健施設 

徳 田 山 介 護 セ ン タ ー 
相沢字道脇 7 Ｒ6.10.25 

22 イデアルファーロ（株） ケアステーションあらた 東町 1-15-25 Ｒ7.3.31 

23 （医）宏友会 在宅介護支援センターうらら  上野曽根字上中割 73 Ｒ8.3.31 

24 （福）正覚会 北のかがやき 漆曽根字腰廻 34 Ｒ6.3.29 

25 （福）幾久栄会 居宅介護支援事業所幸楽荘 市条字荒瀬 115 Ｒ8.3.31 

26 さわやかサービス（同） さわやかサービス居宅介護支援 字片町 3-15 Ｒ7.1.28 

27 （福）さくら福祉会 さくらホーム居宅介護支援事業所 若浜町 6-25 Ｒ8.3.31 

28 （株）樫の木 居宅介護支援事業所樫の木 こあら 2-4-6 Ｒ4.3.24 

29 （福）平田厚生会 みすみ指定居宅介護支援事業所 楢橋字大柳 1-16 Ｒ8.3.31 
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 法人名 事業所名 事業所所在地 指定有効期間満了日 

30 （株）東北福祉サービス ケアプランセンターみずほ 亀ヶ崎 5-7-10 Ｒ7.3.31 

31 庄内みどり農業協同組合 ＪＡ庄内みどり福祉センター 熊手島字道の下熊興屋 17-1 Ｒ8.1.16 

32 （有）キャットハンドサービス 指定居宅介護支援事業所キャット  東泉町 3-2-11 Ｒ8.5.6 

33 （同）ジェムマミーありす 介護プランありす 宮野浦 2-17-7 Ｒ6.5.31 

34 （同）はな 居宅介護支援事業所はな 亀ヶ崎 1-6-54 R8.5.31 

35 （株）ひかりの郷 ケアホームわかみやの郷 酒田市若宮町 2-2-29 Ｒ5.10.26 
（Ｒ3.4再開予定） 

※指定有効期間満了日に下線が引かれている事業所は、令和３年度に更新手続が必要。 
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○基準条例等の改正について 

 基準省令の改正等に伴い、市が制定している基準条例等も改正を行います。 

 

◇酒田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

（基準省令：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

 

◇酒田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 

（基準省令：定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護 

予防サービス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） 

 

◇酒田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 

（基準省令：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） 

 

◇酒田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例 

（基準省令：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） 

 

いずれも令和３年４月１日施行。 

 

◇酒田市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防 

サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則 

 

 令和２年１２月２５日付け厚生労働省通知（介護保険最新情報 vol.902）により各様式の押印

部分について見直しがなされたことから、市が定める様式に関する規則を改正しました。 

 ２月５日にメールで周知している通り、施行日（令和３年２月１日）以降は新様式を使用して

ください。 

 

 ※様式は市ホームページからダウンロードできます。 

 http://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kaigohoken/jigyokeikaku/chiiki-todokede.html 

 

  

http://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kaigohoken/jigyokeikaku/chiiki-todokede.html
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○新型コロナウイルス感染症に係る取扱い等について 

 

◇新型コロナウイルス感染症の影響により、当初ケアプランで予定されていたサービス利用が 

中止となった等の場合は、必要なケアマネジメント業務を行い、請求にあたって必要な書類 

の整備を行っていれば、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能と 

なります。 

⇒介護保険最新情報 vol.836 

 

◇臨時的な取扱いとして示されている「通所系サービスにおける２区分上位算定」及び「短期 

入所系サービスの加算算定」の特例については、令和３年３月提供分をもって廃止されます。 

４月提供分以降に給付管理を行う際は十分ご注意ください。 

⇒介護保険最新情報 vol.915 

 

◇令和３年度の実地指導の実施について 

 令和２年度同様、地域の感染状況等を考慮しながら実施します。 

 
○入院日の取扱い 

 

入院時情報連携加算に係る入院日は、厚生労働省及び山形県に確認の上、庄内地域で次のとおり 

取扱いを統一しています。新たに介護支援専門員となった職員が配置される場合は、内部研修等

で周知くださるようお願いします。 

 

◇入院日は、入院した時刻等に関わらず１日目としてカウントする 

 （例）３月２日の午後１０時に入院→３月２日が１日目となる 

加算Ⅰを算定するには３月４日まで、加算Ⅱの場合は３月５日～８日までに情報提供を 

行う必要があります。 

 

 なお、利用者の入退院支援の際には「庄内地域入退院ルールの手引き」をご活用くださるよう

お願いします。手引きや概要は県ホームページからご確認いただけます。 

 

 （山形県ホームページ URL） 

https://www.pref.yamagata.jp/337021/kenfuku/kenko/hokenjo/shounaihokenjo/iryoujouhou/shonairule.html 

 

  

https://www.pref.yamagata.jp/337021/kenfuku/kenko/hokenjo/shounaihokenjo/iryoujouhou/shonairule.html
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○事業所連絡先の報告・変更について 

 

研修や指定更新等の情報については、メールにより各事業所へ周知を行っています。 

現在報告しているメールアドレスを変更したい場合はその都度速やかに報告してください。 

特に担当者個人のメールアドレスについては、人事異動等があった場合、変更の報告もれが 

見受けられます。必要な連絡が届かなくなりますので十分注意してください。 

 

《報告方法》 

新しいメールアドレスから酒田市介護保険課宛に、次の内容でメールを送信してください。 

介護保険課メールアドレス：kaigo@city.sakata.lg.jp 

 

《報告内容》 

①件名   メールアドレスの報告（ 事業所名 ） 

 

②本文   メールアドレスが△月△日より変更。 

 

事業所名（○○事業所） 

 

担当者名・電話番号 

 

※連絡先を複数にしたい場合はご相談ください。 

※同じ事業所名で複数事業を行っている場合は対象のサービス種別も記載してください。 

 


