
令和４年度(2022年度)介護保険施設等及び有料老人ホームに対する集団指導の説明事項 

   【十勝総合振興局社会福祉課所管事項】   

No. 説 明 事 項 説 明 内 容 資   料 

 

１ 

 

介護保険施設等指導監査につい
て 

○指導監査の概要 
○自己点検表は、実地指導の際に作成していただく。事業者
自ら、基準を満たした運営がされているかチェックするた
め、日頃の点検用資料としても活用してください。 

・1-1 介護保険施設等指導監査要綱  
・1-2 介護保険施設等指導監査要領  
・1-3 自己点検表について 

２ 令和３年度介護保険施設等実地指導結果について 
○実地指導の主な指摘事項について、自らの事業所と照ら
し合わせ、適切に実施しているかご確認ください。  

・2-1 令和３年度介護保険施設等指導実績 
・2-2 介護保険施設等実地指導における主な指摘事項 

３ 

介護保険施設等指導監査指針に
ついて 
（※重点事項については有料老
人ホームも同様の取組を要請） 

○令和４年度指導方針の指導重点事項等（全サービス共通） 
 高齢者虐待防止の推進、感染症対策の強化、業務継続に向
けた取組の強化、ハラスメント対策の強化 

・3-1 介護保険施設等指導監査方針 
・3-2 重点的な指導項目（高齢者虐待防止の推進、感染症対策の強

化、業務継続に向けた取組、ハラスメント対策） 

４ 北海道基準条例等について 
○北海道基準条例、施行規則、道独自基準の考え方 
事故発生の防止及び発生時の対応、非常災害対策、居室定

員について 

・4-1 北海道基準条例の独自基準等の考え方等について 
・4-2 基準省令と条例・施行規則、解釈通知 

 

５ 

 

衛生管理等について 
（※有料老人ホームも対象） 

○指針・マニュアルの作成について（手引き 46頁） 
○感染症及び食中毒の予防対策について 
新型コロナウイルスのほかにも各種感染症対策に取組

むこと。 

・5-1  介護現場における感染対策の手引き（令和３年３月） 
・5-2  介護職員のための感染対策マニュアル（施設系・通所系・訪問系） 
・5-3  感染対策普及リーフレット 
・5-4  家庭でできる食中毒予防の６つのポイントのリーフレット 
・5-5  ノロウイルスによる食中毒のリーフレット 

 

 
６ 
 

 

高齢者虐待防止・身体拘束廃止
について 
（※有料老人ホームも対象） 

○高齢者虐待防止の推進（体制整備等）の説明 
○高齢者虐待に係る法の概要、身体拘束廃止の説明 
○通報義務等の説明、通報・苦情相談先の周知 
○令和２年度の道のアンケート調査結果の周知 
○言葉遣い等の接遇も含めた職員への研修や、ストレスケ
ア、悩みや意見を話しやすい風通しの良い職場作りを 

・6-1  高齢者虐待防止法・身体拘束廃止について 
・6-2  身体拘束ゼロを目指して 
・6-3 北海道高齢者虐待防止・相談支援センターリーフレット 
・6-4 北海道国民健康保険団体連合会 苦情相談リーフレット 
・6-5  令和２年度利用者等実態調査結果 
・6-6 虐待・ハラスメント対策状況一覧 

 

 
７ 
 

 

非常災害対策について 
（※有料老人ホームも対象） 

○消防法等の法令遵守及び火災、地震及び風水害など地域
特性を考慮した非常災害対策の強化、取組の必要性がある
こと 
 
○未策定の事業所においては、道が作成した「社会福祉施設
等における非常災害対策計画の策定の手引」などを参考に
非常災害対策計画を策定してください。 

・7-1  非常災害対策の文書指導について 
・7-2  社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引（改正概要） 
・7-3  社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引（改訂版） 
・7-4  水防法・土砂災害防止法の改正リーフレット 
・7-5 避難計画点検マニュアル 
・7-6  新たな避難情報 
・7-7 非常災害対策の状況 
 

 
 



No. 説 明 事 項 説 明 内 容 資   料 

８ 

業務継続に向けた取組の強
化について 

（※有料老人ホームも対象） 

○令和３年度制度改正において、全ての介護サービス事業者を対象
に、業務継続のための取組が義務化された（３年の経過措置期間あ
り(R6.3.31まで)）。 
○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、業務継続に向けた計
画(BCP)等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施
等が必要。 

・8-1 感染症発生時の業務継続ガイドライン(令和２年 12月) 
・8-2  自然災害発生時の業務継続ガイドライン(令和 2年12月) 
・8-3 業務継続計画の策定状況 

９ 防犯について 
（※有料老人ホームも対象） 

○施設の管理、防犯体制、職員間の連絡体制、地域住民との連携強
化等を行い、入所者等の安全確保を図ること。 

・9-1 社会福祉施設等における危機発生時の連絡体制等について 
・9-2  防犯に係る安全確保のための自己点検表について 

10 
事故等発生状況報告につい
て 
（※有料老人ホームも対象） 

○利用者が施設等にいる間に発生した事故等を道への報告対象と
し、事業者の過失の有無を問わない（市町村への報告については
関係市町村に確認すること）。 

○送迎・通院等の間に事故等が発生した場合は、利用者の同乗の有
無にかかわらず、報告対象。 

○重大事故が発生した場合、まずは電話で振興局へ報告すること。 
・入所者等の死亡事故、役・職員の不法行為（預かり金着服・横領等）、 
入所者等に対する虐待（不適切な処遇（疑）を含む）、入所者等の不法
行為、入所者等の失踪・行方不明（捜索願を出したもの）、火災（消防
機関に出動を要請したもの）、その他の事項で、テレビ・新聞等で報道
された事案（報道される可能性のある事案を含む） 

※入所者等が病気により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じ
る可能性があるときは報告すること。（検死の結果、病死であることが
確認された場合は、報告不要） 

○重大事故以外の場合は事故発生(発覚)後30日以内に報告のこと。 
例)・外傷事故…骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・通院を要した
もの（医療機関で診断や処置を受けたもの。疾病による通院は対象外） 
・誤薬…与薬漏れ、落薬、取り違えなど、処方・指示どおりの使用や服薬
介助がなされなかったもの 

・誤嚥…食べ物や飲み物等が気道（気管）に入り、窒息や誤嚥性肺炎等と
なったもの（むせ込みは報告不要） 

・誤飲、誤食…誤って食べてはいけないものを口にしたり飲み込んでしま
ったもの 

・無断外出…無断外出後見つかったもの（失踪や行方不明の場合は重大事故、
すぐに敷地内で見つかったような場合は報告不要） 

・その他…交通事故、自殺未遂など報告が必要と考えられるもの 

・10-1   事故等発生状況報告取扱要領 
・10-1-2 フロー図 
・10-1-3 対象施設・事業所一覧表 
・10-1-4 事故報告書様式 
・10-1-5（サ高住用）事故等発生状況報告取扱要領 
・10-1-6（サ高住用）フロー図 
・10-1-7（サ高住用）事故報告書様式 
 
・10-2 令和２年度老人福祉施設等事故報告集計  
 
・10-3 重大事故集計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 有料老人ホームに対する指導等について 

○有料老人ホームの届出の手続は、有料老人ホームにおける虐待等
をはじめ入居者の処遇に関する不当な行為が行われることを未然に
防止するためにも、必要に応じて都道府県等が迅速かつ適切に関与
できる前提として義務付けている。 
○有料老人ホームのサービス水準や経営の安定性を確保するととも
に入居者の保護を図ることを目的として、指導要綱、指導指針等を
制定。 
○振興局は老人福祉法の規定に基づく検査及び有料老人ホームへの
支援を基本とした指導を実施している。 
○本年も道内の低所得者向け集合住宅において火災死亡事故が発生
したこともあり、防火上の安全性確保に向けた取組をお願いします。 

・11-1 有料老人ホームの概要 
・11-2 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査

結果 
・11-3 有料老人ホームを対象とした指導の強化 
・11-4 令和３年度有料老人ホーム実地検査結果 
・11-5 有料老人ホーム設置運営指導要綱、指導指針、 
・11-6 有料老人ホーム設置運営手続要領 
・11-7 生活困難者等の住まいにおける防火安全対策の助言等について 
 



No. 説 明 事 項 説 明 内 容 資   料 

12 職員の労働条件の確保・改善について 

○介護事業者の労働法規遵守、職員の労働条件の確保・改善の重要
性について 
 
○新型コロナウイルス感染症に係る支援策の紹介 
・雇用調整助成金…「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業
活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、
「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対
して、休業手当などの一部を助成するもの。事業主が労働者を出向させる
ことで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象。 
 

・12-1  働き方改革関連法に関するハンドブック 
・12-2  介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント 
・12-3 ３６協定届が新しくなります（介護労働者） 
・12-4  北海道の最低賃金 
・12-5 副業・兼業の推進に関するガイドライン 
・12-6  介護・看護作業による腰痛を予防しましょう 
・12-7  働く人に安全で安心な店舗づくり推進運動 
・12-8  電子申請を利用しましょう 
・12-9  働き方改革推進センター01 
・12-10 働き方改革推進センター02 
 
・12-11 雇用調整助成金の特例措置等について 
・12-12 両立支援等助成金のご案内 
・12-13 母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内 
・12-14 福祉貸付における新型コロナウイルス対応支援資金のごあんない

(WAM福祉医療機構) 

13 個人情報の適切な取扱いについて ○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いについて 
・13 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 

14 
介護サービス情報の公表に
ついて 

○介護サービス情報の公表義務について 
 報告をしなかったり、調査を拒否したりした場合は、介護保険法
の規定により、所定の手続きを経て、指定等が取消しとなることが
ある。 

・14 介護サービス情報公表制度に係るリーフレット 

15 業務管理体制について 
○新規指定時、代表者等の変更時には、業務管理体制に関する届出
も必要です。 
○振興局では必要に応じて業務管理体制に関する検査を実施する。 

・15-1  サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出につ
いて（道のリーフレット） 

・15-2 届出書の提出先の一部変更 
・15-3 届出先フロー図 
・15-4  届出様式（別記第 10、11様式） 
・15-5  業務管理体制の届出に係るＱ＆Ａ（国 Q＆A） 

16 
介護分野における生産性向

上について 

○厚生労働省から業務改善（介護サービスの質の向上）に向けたノ
ウハウの普及を目的として「生産性向上に係るガイドライン」が示
されている。 

・16-1 介護分野における生産性向上について（厚生労働省HP抜粋） 
・16-2 施設サービスに係るガイドライン（概要） 
・16-3 居宅サービスに係るガイドライン（概要） 
→より良い職場・サービスのために今日からできること（業務改善の手引き） 

※ 各ガイドラインの本編については、資料 16-1 を参照のうえ、厚生労働省の

HPから確認してください。   

17 介護保険最新情報について 

○厚生労働省から介護保険最新情報として通知されたものについて
は、適宜事業所へ通知しておりますが、過去の発出文書も含め厚生
労働省のホームページに掲載されているので、逐次内容を確認の上、
取扱い等に遺憾のないよう努めてください。 

※厚生労働省の該当ページのリンク 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi
_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

