
杉並区保健福祉部介護保険課

令和５年３月２０日～３１日

令和４年度 杉並区介護保険サービス事業者集団指導

実地指導における主な指摘事項
（ケアマネジメント編）

居宅介護支援・介護予防支援



【目次】
• ケアマネジメントのプロセス・・・・・・・・・・・・・・・・3ページ

• 指摘事項（1）アセスメント、課題分析・・・・・・・・・・・ 4ページ

• 指摘事項（2）アセスメント、課題分析・・・・・・・・・・・ 7ページ

• 指摘事項（3）ケアプラン原案・・・・・・・・・・・・・・・12ページ

• 指摘事項（4）サービス担当者会議・・・・・・・・・・・・・17ページ

• 指摘事項（5）サービス担当者会議・・・・・・・・・・・・・21ページ

• 指摘事項（6）ケアプラン確定（説明同意交付）・・・・・・・25ページ

• 指摘事項（7）ケアプラン確定（個別サービス計画との連動）・29ページ

• 指摘事項（8）モニタリング・・・・・・・・・・・・・・・・33ページ

• 指摘事項（9）福祉用具貸与販売・・・・・・・・・・・・・・37ページ

• 指摘事項（10）サービス提供開始にあたっての説明・・・・・ 40ページ



3

アセスメント
課題分析

ケアプラン
原案

サービス
担当者会議

ケアプラン
確定

モニタリング

利用者や家族の情報を収集する。（課題分析標準２３項目）
課題の分析、リスク予測などに必要な情報を必要に応じて追加して収集し、分析を
深め生活全般の予後を予測する。
解決すべき課題を把握する。

アセスメントの結果や本人・家族の希望をもとにケアプランの原案を作成
する。

利用者、家族、原案に位置付けた担当者を招集する。
利用者の情報を共有し、原案の内容について担当者から専門的見地からの
意見等を求める。

ケアプランを説明し同意を得て、利用者、担当者等へ交付する。また、交
付後、各個別サービス計画の提出を担当者に依頼し、受領後、ケアプラン
と個別サービス計画の整合等を確認する。

継続的アセスメントとして、利用者・家族の心身状態、環境の変化などを確認する。
少なくとも月に１回、利用者宅を訪問し、面接して目標の達成状況、新たな課題の
発生、利用者・家族の満足度や意向等を記録する。その際、個別サービス計画に基
づいたサービスの実施状況も確認する。そのうえで、ケアプランの変更の必要性に
ついて検討する。

ケアマネジメントのプロセス
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アセスメント
課題分析

主な指摘事項（１）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●居宅サービス計画の変更時にアセスメントを行っていない事例があった。
●居宅サービス計画作成後に、アセスメントを行っている事例があった。

アセスメントを適切なタイミングで行っていますか？

利用者や家族の情報を収集する。（課題分析標準２３項目）
課題の分析、リスク予測などに必要な情報を必要に応じて追加して収集し、分析を
深め生活全般の予後を予測する。
解決すべき課題を把握する。
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杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(６)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供
を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自
立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
(８)介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域にお
ける指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も
適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき
課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項
等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。

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について
（平成１１年７月２９日 老企第２２号） 第二・３・(７)
⑥ 課題分析の実施
居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。このため介護支援専門員は、居宅サービス計

画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うこととなる。 (後略)
⑦ 課題分析における留意点
(前略) また、当該アセスメントの結果について記録するとともに、(中略) 当該記録は、２年間保存しなければならない。
⑧ 居宅サービス計画原案の作成
介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分に認識し、居宅サービス

計画原案を作成しなければならない。したがって、居宅サービス計画原案は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの
結果による専門的見地に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案した上で、
実現可能なものとする必要がある。 (後略)

人員・設備・運営等
基準

解釈通知
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ケアプラン
原案

アセスメント
課題分析

主な指摘事項（１）

アセスメント実施のタイミング

アセスメント
課題分析

☝ケアプラン（原案）の作成に先立ち、アセスメン
トを実施してください。

☝そのアセスメントの結果を記録してください。

【ポイント】

☑ 初回、認定更新、区分変更、目標の更新時、退院退所などにより利用者の心身状態・環境に
変化があった場合は、アセスメントを実施する。

☑ 実施したアセスメントの結果を記録する。結果を記録する際は、「アセスメントの実施日」
も記録する。
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アセスメント
課題分析

主な指摘事項（２）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●アセスメントの記録が課題分析標準項目を満たしておらず、利用者の生活に対する意向等生活全般
の状態把握が不十分で、課題が把握できていない事例があった。
●アセスメントが不十分であり、利用者の心身の状況や課題が把握できていない事例があった。

アセスメントの実施にあたっては、課題を客観的に抽出する
ための手法として合理的なものと認められる方法により行って
いますか？
アセスメントの記録内容が、ただの情報の羅列になっていま
せんか？

利用者や家族の情報を収集する。（課題分析標準２３項目）
課題の分析、リスク予測などに必要な情報を必要に応じて追加して収集し、分析を
深め生活全般の予後を予測する。
解決すべき課題を把握する。
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〈具体例〉
例えば、「令和○年○月○日脳出血により入院・退院後、右下肢が麻痺し、自力での歩行が困難になった。本人は入浴
したいという希望があるが、自宅の浴室は狭く、介助者と浴室に入ることができない。また、介助がなくては一部洗身
を行うことができない。」という状態の利用者がいたため、アセスメントを行い、通所介護で入浴介助サービスをケア
プランに位置付けたとします。そのアセスメントシートのＡＤＬ欄の記載が下表のようになっていた場合・・・

☝導入するサービスに直接関係のないと思われる項目については、アセスメントがまった
く行われていなかったり、記録が漏れていることがあります。ケアプラン作成の前提と
なる課題分析については、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われ
てはならず、要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための手法として合理的なも
のと認められる適切な方法を用いる必要があります。確認すべき項目は、厚生労働省が
示す「課題分析標準項目」(次ページ参照)を具備し、実施してください。

☝この例では「一部介助」に〇を囲んでいるだけで、どのようなことができるのか（又は
できないのか）記録されていません。また、利用者の状況、ニーズや課題の抽出は十分に
できているとは言えません。
例えば、「洗身、洗髪ともに手の届く範囲は自力で洗える。背中や臀部などは介助が必要。
洗身時の座位を安定させるイスが必要。人的介助でも浴槽をまたげないため、リフト機器
が必要。清潔保持のため、週２回以上の入浴を希望。」といった情報を得て、分析をして
いる場合は、その旨を特記事項欄に記載するなどして、ただの情報の羅列にならないよう
留意する必要があります。
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アセスメント
課題分析

主な指摘事項（２）

１ 基本情報（受付、利用者等基本情報）
２ 生活状況
３ 利用者の被保険者情報
４ 現在利用しているサービスの状況
５ 障害老人の日常生活自立度
６ 認知症である老人の日常生活自立度
７ 主訴
８ 認定情報
９ 課題分析（アセスメント）理由

課題分析標準項目（２３項目）
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成１１年１１月１２日 老企第２９
号厚生労働省 老人保健福祉局企画課長通知／別紙４／別添）

基本情報に関する項目

１０ 健康状態
１１ ＡＤＬ
１２ ＩＡＤＬ
１３ 認知
１４ コミュニケーション能力
１５ 社会との関わり
１６ 排尿・排便
１７ 褥瘡・皮膚の問題
１８ 口腔衛生
１９ 食事摂取
２０ 問題行動
２１ 介護力
２２ 居住環境
２３ 特別な状況

課題分析（アセスメント）に関する項目

事業所で使用しているアセスメント
シートは２３項目の内容を具備して
いますか？

※本資料では、「標準項目名」のみ
を掲載しています。「項目の主な内
容（例）」については、通知（老企
第２９号）で確認してください。



10
アセスメント・課題分析主な指摘事項（２）

杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(６)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供
を受けている指定 居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者
が自立した日常生活を営むことができる ように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
(７) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、利用者の居宅を
訪問し、利用者 及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者
及びその家族に対して十分に説明し、 理解を得なければならない。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑥ 課題分析の実施
居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。このため介護支援専門員は、居宅サービス計

画の作成に先立ち 利用者の課題分析を行うこととなる。
課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サービスや介護者の状況等の利用者

を取り巻く環境等 の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利用者が自立
した日常生活を営むことができるよう に支援する上で解決すべき課題を把握することであり、利用者の生活全般についてその状
態を十分把握することが重要である。
なお、当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、利用者の課題を客観的に抽出

するための手法と して合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものであるが、この課題分析の方法につい
ては、別途通知するところによるもの である。

人員・設備・運営等
基準

解釈通知
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【ポイント】

☑ 課題分析標準項目（２３項目）を具備したアセスメントツールを活用して利用者の生活全般に
ついてその状態や問題点を十分把握し、その内容を記録する。

☑ 利用者が「できていること」、「困っていること」またその状態を確認したうえで、
どう暮らしたいか意向を確認する。その背景にある原因を探し、居宅サービス計画（第２表）に
記載する「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を抽出する。

アセスメント・課題分析主な指摘事項（２）

〈アセスメントの方法やその内容〉

アセスメント
課題分析

ケアプラン
原案

☝アセスメントは、ケアプラン（原案）作成につなげる
重要なプロセスです。アセスメントをしっかり行う
ことで、ケアプランの内容が個別化し、その後の
ケアマネジメントプロセスの好循環につながります。
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【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●アセスメントが不十分なため、アセスメントの結果に基づいたサービス内容を位置付けているか
確認できなかった。

●アセスメントを実施していないため、アセスメントの結果に基づいた居宅サービス計画を作成して
いるか確認できなかった。

アセスメントの結果に基づいて、ケアプランを作成していますか？

ケアプラン
原案

アセスメントの結果や本人・家族の希望をもとにケアプランの原案を作成
する。
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長期目標 短期目標 期間 サービス内容 ※ サービス種別

清潔保持 確実な入浴
2020.4.1～

2020,9.30 入浴介助 〇 訪問介護

期間
2020.4.1～

2020,12.31

ケアプラン第２表

主な指摘事項（３）

例えば、アセスメントで洗身に関する項目が「一部介助」と記録されているだけで、ケアプランに訪問介護の入浴介助が
位置付けられていた場合・・・

☝この例では、ケアプランには、訪問介護による「入浴介助」を位置付けていますが、アセス
メントシートでは、洗身に関して「一部介助」と記録しているだけで、利用者の意向、能力や
必要な介助、なぜ介助が必要なのか理由の記載がありません。ケアプランは、アセスメントに
より把握された解決すべき課題に対応するための適切なサービスの組合せを記載するものです。
把握した利用者の情報の意味や背景を理解して課題の原因解明や解決策を探り、何のために、
誰が、何をするのかを明確にしたケアプランを作成しましょう。

ケアプラン原案

〈具体例〉

？

（アセスメントに記載していない利用
者の心身状況）
一部介助。足先と背中は手が届かず不
可。前屈困難で洗髪がつらいがキレイ
好きで入浴好き。

どちらのプランが利用者に分かりやすいでしょうか？
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杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(８)介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域にお
ける指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も
適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき
課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項
等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑧居宅サービス計画原案の作成
介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分に認識し、居宅サービス

計画原案を作成しなければならない。したがって、居宅サービス計画原案は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの
結果による専門的見地に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案した上で、
実現可能なものとする必要がある。
また、当該居宅サービス計画原案には、利用者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般の解決

すべき課題を記載した上で、提供されるサービスについて、その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれ
らの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時期には居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行い得るようにするこ
とが重要である。
さらに、提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指すものであり、サービス提供

事業者側の個別のサービス行為を意味するものではないことに留意する必要がある。

ケアプラン原案

人員・設備・運営等
基準

解釈通知
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主な指摘事項（３）

ケアプラン
原案

基準・通知

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」
（平成１１年１１月１２日 老企第２９号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知
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アセスメント
課題分析

ケアプラン

【ポイント】

☑ アセスメントによって抽出した「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対し、
それを解決するための具体策を専門的見地から考察し、介護保険外のサービスを
含めた最適なサービスの組合せを行う。「アセスメント→原案作成」の順序を
意識することで、サービス導入の根拠が明確になる。

☑ 提供されるサービスについて、長期目標、短期目標とその達成時期等を明確に盛
り込み、その達成時期にはケアプランと各サービスの評価ができるようにする。

☑ 目標については具体的な内容を記載し、かつ実際に達成が可能と見込まれるものを設定
する。

☝ケアマネジメントプロセスの全体像を意識して
ケアプランの原案を作成するとよい。

☝ケアプラン（原案）の際は、個々の解決すべき課題
に対応した目標を設定しましょう。

ケアプラン
原案

居宅サービス
提供 等

モニタリング

アセスメントの結果に基づいたケアプラン作成
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【令和４年度 実地指導での指摘事項】

・区分変更時や利用サービスの変更時にサービス担当者会議を開催せずに居宅サービス計画を作成
している事例があった。

・サービス担当者会議を開催する際、会議の参加が一部のサービス事業者のみであり、その他参加
しなかったサービス事業者に対して照会等による意見を求めていない事例があった。

ケアプランに位置付けた居宅サービス等の担当者に、原案の
内容について専門的見地からの意見等を求めていますか？

サービス
担当者会議

利用者、家族、原案に位置付けた担当者を招集する。
利用者の情報を共有し、原案の内容について担当者から専門的見地からの
意見等を求める。
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例えば、次の括弧内の状態の利用者がいたため、ケアプランの原案を作成し、サービス担当者会議を招集することになり、
下記のようなサービス担当者会議の要点を記録していた場合・・・
「訪問介護による調理の援助を受けていた一人暮らしの男性利用者が、脳梗塞により入院・退院した。入院により、ＡＤＬ
が低下し、運動や外出機会も減少していたため、新たに通所介護を利用するための調整を開始した。また、入院期間中に、
嚥下機能も低下しており、提供する食事には注意が必要な状態になっていた。」

ケアプラン原案

〈具体例〉

☝この事例では、新たな導入サービスが「通所介護」ですが、通所介護事
業所以外の担当者（＝訪問介護事業所の担当者）を招集していませんでし
た。また、訪問介護事業所に対して照会等による意見を求めた記録もあり
ません。仮に、意見等の照会を行っているのであれば、会議の場で当該情
報を共有する必要がありますし、会議に出席できないサービス担当者の
「所属（職種）」及び「氏名」を記載するとともに、当該会議に出席でき
ない理由についても記入しておく必要があります（他の書類等で確認でき
る場合は、本票への記載省略も可）。

サービス担当者会議は、各担当者が一堂に会し、専門的な見地の意見を
ケアプランに反映させることができる貴重な場となります。本事例では、
訪問介護事業所と調理の援助に関する情報などを共有するとともに、ケア
プランの趣旨・目的と各サービスの役割（目標達成のために何ができるか
等）を納得できる意見交換をする必要があったため、担当者を招集（又は
照会）しなかったのは適切とはいえません。
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杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(９)介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を
基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を
招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サー
ビス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の
患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案
して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとす
る。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑨サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目標を達成するために具

体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、利用者やその家族、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービ
ス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するとともに、専門的
な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力等）には、
必ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。また、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対す
る照会等により意見を求めることができるものとしているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の
状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要がある。なお、ここでいうやむを得ない理由が
ある場合とは、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師
等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合のほか、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス
担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等におけ
る軽微な変更の場合等が想定される。
（中略）
なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、基準第29 条の第２項の規定に

基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。

サービス担当者会議

解釈通知

人員・設備・運営等
基準
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サービス
担当者会議

利用者、家族、原案に位置付けた担当者を招集する。
利用者の情報を共有し、原案の内容について担当者から専門的見地からの
意見等を求める。

☝ケアプランを作成（変更）するときは、必ず、サービス担当者会
議を招集しましょう。（※軽微な変更に該当する場合を除く。）

☝開催にあたっては、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、
居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当
者を招集しましょう。（やむを得ない理由により欠席する場合は、
担当者に対する意見等を照会しましょう。）

☝サービス担当者会議の要点、担当者への照会内容について記録を
残しましょう。

【ポイント】
☑ ケアプランの作成（変更）時は、利用者及びその家族、居宅サービス計画の原案

に位置付けた居宅サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を行う。

☑ やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により
意見を求めることができるものとしているが、この場合にも、緊密に相互の情報
交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報やケアプラン原案の内容
を共有する。

（※令和３年度～利用者又はその家族の同意の上、テレビ電話等による開催も可）
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【令和４年度 実地指導での指摘事項】

●利用サービスの変更時に、サービス担当者会議を開催していない事例があった。

サービス担当者会議の開催が必要なタイミングで、会議を開催
（やむを得ない理由がある場合は、意見等照会）していますか？

サービス
担当者会議

利用者、家族、原案に位置付けた担当者を招集する。
利用者の情報を共有し、原案の内容について担当者から専門的見地からの
意見等を求める。
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例えば、ケアプランの初回作成後、骨折により入院した。退院後、回復期のリハビリが必要ということで、主治の医師に
よる指示があり、通所リハビリテーションを行うことになった。このため、通所リハビリテーションをケアプランに位置
付けたが、その時にサービス担当者会議を開催していなかった場合・・・

ケアプラン
初回作成

更新申請
骨折による入退院

↓
通所リハビリ開始

ケアプラン
作成

ケアプラン
変更

ケアプラン
変更

サービス
担当者会議 具体例

サービス担当者
会議 未開催

☝「通所リハビリ」を開始するにあたって、サービス担
当者会議を開催していません。ケアプランを作成（変
更）する際は、サービス担当者会議の開催が必要です。

☝新規作成、要介護認定の更新・区分変更、ケアプラン
のサービス内容変更等の際は、サービス担当者会議を
開催する。
※軽微な変更に該当する場合を除く。
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杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(９)介護支援専門員は、サービス担当者会議（中略）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、
当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期
の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）
の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることがで
きるものとする。
(１６) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性に
ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照
会等により意見を求めることができるものとする。
ア 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
イ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(１７)第３号から第１２号までの規定は、第１３号の居宅サービス計画の変更について準用する。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑮居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取
介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合には、サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。(後略)
⑯居宅サービス計画の変更
介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、基準第13条第３号から第12号までに規定された居宅サー

ビス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。
なお、利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が基準第13条第３号から第12号ま

でに掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの）を行う場合には、この必要はないものとする。ただし、この場合にお
いても、介護支援専門員が、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であることは、同条第13号（⑬居宅サービス計
画の実施状況等の把握及び評価等）に規定したとおりであるので念のため申し添える。

サービス担当者会議
人員・設備・運営等

基準

解釈通知
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【ポイント】
☑ 介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など上記の場合には、
サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、
専門的な見地からの意見を求める。

☑ 居宅サービス計画を変更する際には、サービス担当者会議の開催を含む、継続的かつ計画的な
居宅サービス等の利用、総合的なケアプランの作成、利用者自身によるサービスの選択、アセ
スメントの実施、ケアプラン(原案)の作成、説明・同意・交付、担当者に対する個別サービス計
画の提出依頼などの一連の業務を行う。

サービス
担当者会議

利用者、家族、原案に位置付けた担当者を招集する。
利用者の情報を共有し、原案の内容について担当者から専門的見地からの
意見等を求める。

☝サービス担当会議は、①新規作成、②認定更新、③区分変更、
④ケアプランの変更（長期目標や短期目標の更新、サービス
内容の変更など）の際は、サービス担当者会議を開催しましょう。
※軽微な変更に該当する場合を除く

☝ケアプランの新規作成及びその変更に当たって、サービス担当者
会議を開催していない場合は、運営基準減算となります。



25主な指摘事項（６）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】

●居宅サービス計画の原案の内容について、文書により利用者の同意を得ていない事例があった。

ケアプランについて利用者から同意を得ていますか？

ケアプラン
確定

ケアプランを説明し同意を得て、利用者、担当者等へ交付する。
また、交付後、各個別サービス計画の提出を担当者に依頼し、
受領後、ケアプランと個別サービス計画の整合等を確認する。
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例えば、杉並 花子さん（利用者本人）のケアプランについて、杉並 太郎さん（同居の家族）がそのプランの
内容の説明を受け、同意した旨の署名をしていた場合・・・

具体例

家族利用者ケアマネジャー

ケア
プラン

☝ケアプラン（原案）の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により（※）利用者
の同意を得なければなりませんが、この記録では、同居家族である「杉並 太郎」さんが説明を受け、
内容に同意し交付を受けたことになっています。文書により同意（説明・交付）した署名を得る場合は、
利用者本人に署名を求めてください。なお、署名できない事情がある場合は、本人の依頼のもと代筆し
ても差し支えありませんが、代筆者による署名の場合は、本人の氏名「杉並 花子」に加えて「代筆
杉並 太郎」と記入してもらい、正確な記録を残しましょう。

ケアプラン
確定

氏名 杉並 花子

代筆 杉並 太郎
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杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(10)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区
分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なけ
ればならない。
(11)介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成したときは、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならな
い。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑩居宅サービス計画の説明及び同意
居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計画は利用者の

希望を尊重して作成されなければならない。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念である。このため、当該計画原
案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊重することととも
に、作成された居宅サービス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で文書によって利用者の同意
を得ることを義務づけることにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しよう
とするものである。
また、当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第１表から第３表まで、第６表及

び第７表（「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知）に示す標準様式を指す。）に相当するものすべてを指すものである。
⑪居宅サービス計画の交付
居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。
また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明

し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の当該計画（以下「個別サービス計画」とい
う。）における位置付けを理解できるように配慮する必要がある。
なお、基準第29条第２項の規定に基づき、居宅サービス計画は、２年間保存しなければならない。

ケアプラン確定
人員・設備・運営等

基準

解釈通知



28主な指摘事項（６）

【ポイント】

☑ ケアプランの原案については、最終的には、その内容について説明を行った上で、
文書により利用者の同意を得る。

☑ ケアプランを作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付する。また、計画
の趣旨及び内容等について十分に説明し、連携、情報共有に努める。

☑ 医療サービスをケアプランに位置付ける場合は、利用者の同意を得て、主治の医師
等の意見を求めるが、当該主治の医師等に対してもプランを交付する。

説明・同意

交付①

交付②

ケア
マネジャー

利用者（家族）

各居宅サービス
事業所等の担当者

ケアプラン
確定

ケアプランを説明し同意を得て、利用者、担当者等へ交付する。また、交付後、各
個別サービス計画の提出を担当者に依頼し、受領後、ケアプランと個別サービス計
画の整合等を確認する。

☝同意を得て確定した本プランは、利用者だけでなく、担当者に
も交付し、マスタープランであるケアプランとアクションプラ
ンである各個別サービス計画の関連とそれぞれの役割を理解し
てもらいましょう。

☝ケアプランに位置付ける内容は、利用者本人の希望を尊重
し、選択を求めます。
ケアプランの内容については、本人から同意を得てください。



29主な指摘事項（７）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】

●居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を
求めていなかった。

●居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認していなかった。

確定したケアプランと個別サービス計画の連動性や整合性を
確認していますか？

ケアプラン
確定

ケアプランを説明し同意を得て、利用者、担当者等へ交付する。
また、交付後、各個別サービス計画の提出を担当者に依頼し、
受領後、ケアプランと個別サービス計画の整合等を確認する。



30主な指摘事項（７）

例えば、家族による排泄介助が週６回、訪問介護による排泄介助が週１回行われていた利用者について、介助者である
同居の夫の体力が低下してしまったため、サービス担当者会議を開催し、ケアプランを訪問介護の排泄介助を週３回に
増回（家族は４回に減回）する変更を行ったが、訪問介護計画には、訪問介護の排泄介助が毎日（週７回）位置付けら
れていた場合・・・

？

☝ケアプランと訪問介護計画の内容（排泄介助
の頻度）に齟齬があり、共通認識のもとで
チームケアが行われているとは言えません。
このようなことが起きないように、担当者に
ケアプランを交付するとともに、個別サービ
ス計画書の提出を依頼し、ケアマネと担当者
の相互で内容確認を行いましょう。

〈具体例〉

ケアプラン確定

ケアプラン

訪問介護計画



31主な指摘事項（７）
杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(11)介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成したときは、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならな
い。
(12)介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画（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「指定居宅サービス等基準」という。）第２４条第１項に規定する訪
問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑪居宅サービス計画の交付
居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。
また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明

し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の当該計画（以下「個別サービス計画」とい
う。）における位置付けを理解できるように配慮する必要がある。
なお、基準第29条第２項の規定に基づき、居宅サービス計画は、２年間保存しなければならない。

⑫担当者に対する個別サービス計画の提出依頼
居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事業者の意識の共有を図ることが

重要である。
このため、基準第13条第12号に基づき、担当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を
求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとしたものである。
なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要であることから、居宅サービス計画と個別

サービス計画の連動性や整合性の確認については、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが
望ましい。
さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者会議に個別サービス計画案の提

出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を図るなどの手法も有効である。

ケアプラン確定

人員・設備・運営等
基準

解釈通知



32主な指摘事項（７）

【ポイント】
☑ 居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく担当者に交付する。
☑ 担当者に対してケアプランを交付する際には、当該計画の趣旨及び内容等について

十分に説明し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する
居宅サービス等の当該計画における位置付けを理解できるように配慮する。

☑ 担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス
計画の連動性や整合性について確認する。

☝ケアプランの交付を受けた居宅サービス事業所等は、ケアプランに沿った個別サービス計画書
を作成します。そして、当該計画により必要な援助を行います。
ケアプランに位置付けた内容に沿ったサービス提供を行うためには、ケアプランの確定後に

プランの整合性や連動性を確認する必要があります。なお、継続的な連携をとり、プランの変更
が必要な状況になった場合は、適宜、プランの変更を行いましょう。

ケアマネジャー

ケアプラン
確定

アセスメントの
実施

ケアプラン
作成

ケアプランの
実施状況の把握・評価

個別サービス
計画作成

ケアプラン＝個別サービス計画に
基づくサービス提供

個別サービス計画の
実施状況の把握・評価

アセスメントの
実施

各居宅サービス
事業所等

利用者

ケアプランを説明し同意を得て、利用者・家族、担当者等へ交付する。
また、交付後、各個別サービス計画の提出を担当者に依頼し、
受領後、ケアプランと個別サービス計画の整合等を確認する。



33主な指摘事項（８）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●居宅サービス計画の実施状況を適切に把握していなかった。
●モニタリング（継続的なアセスメント）において、利用者の解決すべき課題の変化を把握すること
なく、居宅サービス計画の変更を行っている事例があった

モニタリングの実施にあたって、設定した目標、提供された
サービスの種別、期間、提供者等が適切であったか確認して、
その実施のプロセスを把握し、ケアプランが妥当であったか
確認していますか？

モニタリング

継続的アセスメントとして、利用者・家族の心身状態、環境の変化などを確認する。
少なくとも月に１回、利用者宅を訪問し、面接して目標の達成状況、新たな課題
の発生、利用者・家族の満足度や意向等を記録する。その際、個別サービス計画に
基づいたサービスの実施状況も確認する。そのうえで、ケアプランの変更の必要性
について検討する。



34主な指摘事項（８）

☝モニタリング実施の目的としては、主に次の４つを確認し、
ケアプランの変更の要否を判断することにあります。

①ケアプランがどの程度、適正に実施されているか
②ケアプランの目標が達成されているか
③サービスと支援の結果は良好か
④利用者（家族）のニーズに変化はないか

しかし、この事例は、利用者宅でモニタリングを行ったこ
と、利用者とプランを継続を確認した事実しか記載されて
おらず、プランを継続するという判断を行うにあたって得
た情報や判断の過程が全く見えないという点で、十分な記
録内容とはいえません。

〈具体例〉

モニタリング

老企第２９号（平成１１年１１月１２日） 別紙１
５ モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の
変更の必要性等について記載する。
漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。

参考

例えば、ケアプランの短期目標期間の終期が近づいている利用者について、モニタリングの結果を「居宅介護支援経過」
に以下のように記録していた。しかし、モニタリング後に作成したケアプラン原案では通所介護の回数を１回増やして
いた場合・・・

支援経過



35主な指摘事項（８）

杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(１３) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメ
ントを含む。以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連
絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(１４) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用
者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の
医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。
(１５) 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う
こととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
⑬居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等
指定居宅介護支援においては、利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービスを組み合わせて利用者に提供し続けるこ

とが重要である。このために介護支援専門員は、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり、居宅サービス計画
の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」とい
う。）を行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業
者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する指定居宅サービス事業者等により把握されることも

多いことから、介護支援専門員は、当該指定居宅サービス事業者等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者の解決すべき課
題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。（後略）
⑭ 略

モニタリング

人員・設備・運営等
基準

解釈通知



36主な指摘事項（８）

【ポイント】
☑ モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、

度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記録する。
☑ 利用者の解決すべき課題の変化に留意し、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス

計画の実施状況の把握を行い、解決すべき課題の変化が認められる場合等は、必要に
応じて居宅サービス計画を変更する。

モニタリング

ケアプラン
作成 サービス提供

☝援助目標が、どの程度達成できているのか
確認しましょう。また、当該目標達成のため
に提供されたサービスの実施状況（経過）や
その成果も確認しましょう。

☝モニタリングにあたっては、利用者やその
家族の意向や満足度、サービスの実施状況、
事業者との調整内容を確認しましょう。

利用者・家族

モニタリング実施

※総合的に判断して
記録する。

継続的アセスメントとして、利用者・家族の心身状態、環境の変化などを確認する。
少なくとも月に１回、利用者宅を訪問し、面接して目標の達成状況、新たな課題の
発生、利用者・家族の満足度や意向等を記録する。その際、個別サービス計画に基
づいたサービスの実施状況も確認する。そのうえで、ケアプランの変更の必要性に
ついて検討する。



37主な指摘事項（９）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるにあたり、利用の妥当性について検討し、居宅サー
ビス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載していない事例があった。

●福祉用具の継続利用の必要性について検証をしていない事例があった。

福祉用具貸与・販売をケアプランに位置付けるにあたり、その必要性を
検討していますか？

また、継続して福祉用貸与を受ける必要がある場合は、検証を行ってい
ますか？

福祉用具
貸与・販売

福祉用具貸与、特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の
状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討して選定する。



38主な指摘事項（９）

杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例 （平成３０年 条例第４号）
第１５条
(２６) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅
サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用
具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合はその理由を居宅サービス計画に
記載しなければならない。
(２７) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該
居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(８)
㉓ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに

選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。
このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける場合には、サービス担当者

会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して

福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、
その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。
（後略）

福祉用具貸与・販売

人員・設備・運営等
基準

解釈通知



39主な指摘事項（９）

福祉用具
貸与・販売

日常生活の何に困ってる？？

この福祉用具が必要な理由とは？

この用具を使うと、利用者の日常生活
の自立をどのように助けるの？

具体例

どちらのプランが利用者にとって分かりやすいでしょうか？

手すりの位置



40主な指摘事項（10）

ケアマネジメントの開始にあたり、利用申込者に対し、必要
な説明を行い理解を得ていますか？

サービス提供開始
にあたっての説明

重要事項の説明とその書面の交付は、条例により義務付けられている。事業
所の概要その他が記載されている重要事項により、提供するサービス（ケアマ
ネジメント）の内容について説明し、利用者の同意を得る必要がある。

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者が複数の指定居宅サービス事業者
等の紹介を求めること及び居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定
理由の説明を求めることが可能であることにつき文書に記載して交付し、説明していなかった。

●指定居宅介護支援の提供の開始に際して、あらかじめ利用者又はその家族に対し、以下について
文書を交付して口頭で説明を行っておらず、理解したことについて利用申込者の署名を得ていな
かった。
・前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護等がそれぞれ位置付
けられた居宅サービス計画の数が占める割合

・前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち
に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合
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杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条例
（平成３０年 条例第４号）
第６条

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族
に対し、第20条に規定する運営規程の概要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らない。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第３
条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事
業者等を紹介するよう求めることができること、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された
居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項に
おいて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に
当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数の
うちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割
合等につき説明を行い、理解を得なければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対
し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合は、当該利用者に係る介護支援専門員の氏
名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

サービス提供開始
にあたっての説明 人員・設備・運営等

基準
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老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(２)
基準第４条（杉並区条例第６条）は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものであ

る。利用者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由に選択できることが基本で
あり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対
し、当該指定居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の
対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等の
文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なけれ
ばならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護
の立場から書面によって確認することが望ましいものである。
また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われるものであり、

居宅サービス計画は基準第１条の２（杉並区条例第３条）の基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの
である。このため、指定居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居宅サービス計画の作成に
あたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サー
ビス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき
十分説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解
が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必
ず利用申込者から署名を得なければならない。
（後略）

基準・通知
サービス提供開始
にあたっての説明

解釈通知



43主な指摘事項（10）

老企第２２号（平成１１年７月２９日） 第二・３・(２)
（略）
また、基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を

尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅
サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、前６月間
に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉
用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この(２)において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居
宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計
画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス
事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき十分説明を行わなければならない。
なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口
頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用者から署名を得なければならない。
また、前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を
対象とする
① 前期（３月１日から８月末日）
② 後期（９月１日から２月末日）
なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際に用いる当該割合等

については、直近の①もしくは②の期間のものとする。
（後略）

基準・通知
サービス提供開始
にあたっての説明

解釈通知
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▼利用者又は家族に説明する内容

※前６か月間とは
①前期（３月１日～８月末日）
②後期（９月１日～２月末日）

１

前６月間（※）に当該指定居宅介護支援事業所に
おいて作成された居宅サービス計画の総数のうち
に訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着
型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービ
ス計画の数が占める割合

２

前６月間（※）に当該指定居宅介護支援事業所に
おいて作成された居宅サービス計画に位置付けら
れた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密
着型通所介護ごとの回数のうちに同一の指定居宅
サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業
者によって提供されたものが占める割合（上位３
位まで）

①・②の説明にあたり、以下を行う必要がある

☑文書の交付
☑口頭での説明
☑理解したことについて利用者から署名

サービス提供開始
にあたっての説明
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● 契約時の説明に関しては、「介護保険最
新情報 Vol.952（R3.3.26）」問111、112に、
関係するＱ＆Ａ が掲載されているため確認
の上、実施してください。

サービス提供開始にあたって
の説明
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▶上位３位までの記載については、「法人」単位ではなく、
「事業所」単位で計算し、記載します。

１位 ２位 ３位

なみすけケアセン
ター 荻窪店

30％

杉ヘルパーステー
ション 宮前店

25％

なみすけケアセン
ター 成田店

20％

厚生労働省Ｑ＆Ａより一部抜粋

以下は、杉並区が厚生労働省に対し疑義照会を行い、得た回答に基づ
き整理した情報です。現時点（令和4年3月23日現在）での区の解釈を
示すものであり、このことについて国等から新たな通知が発出された
場合は、当該取扱いを参照してください。

訪問介護事業所 法人名 割合

なみすけケアセンター 荻窪店 （株）なみすけ 30％

なみすけケアセンター 成田店 （株）なみすけ 20%

なみすけケアセンター 永福店 （株）なみすけ 10%

杉ヘルパーステーション 宮前店 （株）杉 25%

杉ヘルパーステーション 方南店 （株）杉 15%

☆「同一事業者によって提供されたものの割合」
については、前６か月間に作成したケアプラン
に位置付けられた訪問介護等の各事業所に
における提供回数のうち（同一事業所が同一
利用者に複数回提供してもカウントは１）、
同一事業所によって提供されたものの割合で
あるが、その割合の算出に係る小数点以下の
端数処理については、切り捨てても差し支え
ない。

▶「療養通所介護」は、この割合の計算の対象外です。
地域密着型通所介護の数に含める必要はありません。

＜前6月間に作成したケアプランに位置づけた訪問介護事業所の割合＞

記入例

サービス提供開始
にあたっての説明



URL : https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/r2fukyu_betsushiryo.pdf

＜参考＞
適切なケアマネジメント手法の普及促進に
向けた調査研究事業

「適切なケアマネジメント手法」
の手引き

株式会社 日本総合研究所



「受講報告兼アンケート」への入力のお願い

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

🕒入力期限：３月３１日（金曜日）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
トップページ＞くらしのガイド＞
税金・保険・年金＞介護保険＞
介護保険事業者の方向け情報＞
令和３年度介護保険サービス事業者
集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード
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