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令和４年度介護保険施設等の運営における留意事項について（届出関係）

項目ごとに対象サービスを記載していますので、事業所ごとに該当する項目を確認して
いただくようにお願いします。 

介護施設等における水害や土砂災害に関する非常災害対策について 

対象：全サービス 
「水防法」及び「土砂災害防止法」により、要配慮者利用施設として位置付けられた施設
の管理者等は避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務化されています。 
対象の施設の管理者等は、避難確保計画を作成し当該計画を市に提出していただいてい
ますが、令和３年７月より、水防法及び土砂災害防止法が改正施行され、当該計画に基づき
避難訓練を行った際の市への報告も義務化されました。報告様式は本市危機管理室のウェ
ブサイトをご確認ください。 

届出等の様式における押印廃止について

対象：全サービス 
 押印見直しの各種手続きが全国的に進められるなか、本市においても押印を求める手続
の見直しを行いました。 
令和３年４月 1 日より、順次各種様式における押印欄を削除し、押印不要の取り扱いと
しております。なお、押印することを妨げるものではありませんので、押印をしいるものに
ついてそのままご提出いただいても構いません。 

事故報告書の様式変更について 

対象：全サービス 
既に電子メール及びウェブサイトにて周知をしておりますが、令和３年５月１日より事
故報告書の様式が変更となっております。原則メールでの提出をお願いします。詳細につい
ては、本市のウェブサイトをご確認ください。 
※メールでの提出が難しい場合は郵送での提出でも可能です。 

危機管理室：要配慮者利用施設における避難確保計画の作成 
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kikikanri/0000023807.html 

法人・高齢者施設課：事故発生時の報告(介護保険サービス事業者用) 
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000009004.html 
法人・高齢者施設課：提出用メールアドレス 
hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp（「hojin」の後に[-2]が付記されているもの） 
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新型コロナウイルスへの対応について

対象：全サービス 
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について、厚生労働省から様々な
通知が発出されています。特に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人
員基準等の臨時的な取扱いについて」の各通知において、人員配置やサービス提供等に関す
る臨時的な取り扱いが記載されていますが、これらの臨時的な取扱いを行った場合は、経過
や理由等がわかる記録を必ず残すようにしてください。 
理由等が無く人員が欠如している状態や不適切なサービス提供等が見受けられた場合、
指定基準違反、介護報酬の減算又は返還になる場合がありますので注意してください。 
各通知については、法人・高齢者施設課のウェブサイトに掲載しており、随時更新してい
ますのでご確認ください。 

届出手続きの運用について 

対象：全サービス 

１ 共通事項 

 変更届や加算届において必要な書類の一覧や様式等については、法人・高齢者施設課ウェ
ブサイトに掲載していますので、必要書類等を確認のうえ届け出てください。 

書類の提出は郵送で行うことができます。なお、提出期限のある届出を郵送される場合は、
期限日までに到着するようにお送りください。 

２ 変更届について 

①提出期限 
変更届は、変更が生じた日から１０日以内に提出する旨が介護保険法で定められてい
ます。もし変更届の提出が変更が生じた日から１月以上遅延した場合には、遅延理由書の
提出が必要です。 

法人・高齢者施設課：社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（高
齢者施設等事業者向け） 
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000026633.html 

法人・高齢者施設課：介護保険事業者 変更届
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/11-33-0-0-0_17.html 
法人・高齢者施設課：介護保険事業者 加算届
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/11-33-0-0-0_18.html 
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②勤務形態一覧表（勤務表）の記載方法 
  勤務形態一覧表（勤務表）の添付が必要となっている変更届については、変更に関わる
職種のみの記載で差し支えありません。ただし、当該職員が他の職種を兼務している場合、
当該職種における勤務時間が分かるように記載していただく必要があります。 
なお、介護報酬に係る変更届（加算届）についてはこの限りでなく、記載が必要となる
職種が別途指定されています。 
③付表の記載方法 
付表を提出する際は、変更した項目以外も全て記入してください。 
④事前に申請が必要なもの 
下表のサービス事業所は、変更内容によっては事前に申請が必要です。 
介護老人保健施設及び介護医療院の構造設備の変更をする際に、工事を伴う場合には、
変更許可手数料が必要となります。 

サービス名 変更内容 備考 
介護老人福祉施設 
（地域密着型含む） 

施設の名称・所在地 老人福祉法上の特別養護老人ホー
ムとして、事前に届出が必要 施設の建物の構造設備 

介護老人保健施設 
介護医療院 

構造設備、協力医療機関等 事前に変更許可申請が必要 
管理者 事前に承認申請が必要 

３ 加算届について 

①届出に係る加算等の算定の開始時期 
 提出期限は下記のとおりです。ただし、各要件を満たしているかの審査が必要なため、
下記の期限よりも前に提出してください。審査や書類補正の進捗によっては、予定した算
定開始日から算定できない場合があります。 
（介護予防）通所リハビリテーション 毎月１５日以前に届出された場合は翌月から 

毎月１６日以降に届出された場合は翌々月から （介護予防）認知症対応型通所介護 
介護老人福祉施設 

届出が受理された日が属する月の翌月（届出受理
日が月の初日の場合は当該月）から 

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 
（介護予防）認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護 
（介護予防）短期入所生活介護 
（介護予防）短期入所療養介護 
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②加算等が算定できなくなる場合の届出の取扱い 
事業所の体制について加算等が算定できなくなる状況が生じた場合又は算定できなく

なることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。 
この場合は、加算等が算定できなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わ
ないものとなります。 
届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得
となるので返還しなければなりません。 
③事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合 
  事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが分かった場合は、当
該届出の受理の取消しを行います。この場合、当該加算が無効となり、それまで受領して
いた介護給付費は返還していただきます。 
④利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 
 不当利得分を返還することとなった事業所は、返還と同時に利用者が支払った利用者
負担金の過払い分についても、返還金にかかる計算書を付して利用者に返還してくださ
い。その場合、利用者等から受領書を受け取る等して、返還したことがわかる記録を残し
てください。

指定の更新制度について 

対象：全サービス 
 介護保険事業者は一定期間（６年）毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い介
護報酬の請求ができなくなります。更新手続きが必要な事業所へは、原則郵送で通知いたし
ます。また、介護保険施設等の新規指定申請、指定更新申請及び変更許可について、東大阪
市手数料条例に基づき、下表のとおり手数料を徴収しています。 

介護保険施設等の手数料一覧 
サービス種別 新規指定 指定更新（６年毎） 変更許可
介護老人福祉施設 30,000 円 16,000 円 ― 
介護老人保健施設 30,000 円 16,000 円 22,000 円
介護療養型医療施設 ― 16,000 円 ― 
介護医療院 30,000 円 16,000 円 22,000 円

居宅サービス(※) 同時申請
35,000 円

30,000 円 同時申請
10,000 円

10,000 円 ― 
介護予防サービス(※) 30,000 円 10,000 円 ― 
地域密着型サービス 同時申請

35,000 円
30,000 円 同時申請

10,000 円
10,000 円 ― 

地域密着型介護予防サービス 30,000 円 10,000 円 ― 

※みなし指定を除く。 
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指定の更新の際に指定有効期限を合わせる場合 

対象：（介護予防）居宅サービス、（介護予防）地域密着型サービス 
同一事業所において、居宅サービスと介護予防サービス若しくは地域密着型サービスと
地域密着型介護予防サービスを一体的に運営しており、その指定有効期限が異なる場合、更
新申請を同時に行い両サービスを更新することで、有効期限を揃えることが可能です。 

指定介護療養型医療施設から介護医療院への転換について 

対象：介護療養型医療施設 
介護療養型医療施設の終了について、平成３０年４月から６年間の経過措置期間が設け
られています。介護医療院への転換をするにあたっては申請が必要です。 
転換を考えている場合は、お早めに法人・高齢者施設課までご連絡ください。 

認知症介護実践研修（実践者研修）について

対象：（介護予防）地域密着型サービス 
各地域密着型サービスの指定基準において、標記の研修(実践者研修)を修了することが義
務付けられています。研修の募集案内等につきましては、実施団体から市に案内が届き次第、
各事業所宛にメールでお知らせいたします。 
開催頻度は、令和元年度より年２回となっていますので、受講を希望される場合は計画的
に研修受講をしてください。なお、本研修を修了した際は、修了証書の写しを法人・高齢者
施設課へ速やかに提出してください。 

サービス種別 職種
指定基準上義務付けられて
いる研修

左記研修受講の際、事前に
受講が必要な研修

認知症対応型
通所介護

管理者
認知症対応型サービス事業

管理者研修
認知症介護実践研修
（実践者研修）

認知症対応型
共同生活介護

計画作成担当
認知症介護実践研修
（実践者研修）

―

管理者
認知症対応型サービス事業

管理者研修
認知症介護実践研修
（実践者研修）

代表者
認知症対応型サービス事業

開設者研修
―

（例） サービス種別 現在有効期間 更新後有効期間 

更新対象事業所 短期入所生活介護 H28.8.1～R4.7.31 R4.8.1～R10.7.31

一体的に運営す
る事業所 

介護予防短期入所生活介護 H30.4.1～R6.3.31 R4.8.1～R10.7.31
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地域密着型サービスの不適切な利用について

対象：（介護予防）地域密着型サービス 
地域密着型サービスは、原則として、事業所が所在する市町村に居住しており、当該市町
村の被保険者として介護保険料を納めている者が利用できるサービスです。
地域密着型サービスを利用するために、地域密着型サービス事業所へ直接住所を移すこ
とや、居住実態や住む予定のないところに住所を移すことにより、被保険者証を取得するこ
とはできません。このような事例が発覚した場合には、指導対象となり、介護給付費の支給
が認められません。

外部評価結果の提出について
対象：（介護予防）認知症対応型共同生活介護 
厚生労働省令において、認知症対応型共同生活介護事業者は、少なくとも年に１回は自己
評価及び外部評価を実施することが定められています。実施した外部評価結果は市へ提出
する必要がありますので、提出様式については法人・高齢者施設課のウェブサイトを確認し
てください。

外部評価の実施回数の緩和について
対象：（介護予防）認知症対応型共同生活介護 
自己評価及び外部評価を５年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲げる
①から⑤の要件を全て満たす場合には、外部評価の実施回数を２年に１回に緩和する協議
の対象となります。 
① 過去に外部評価を５年間継続して実施していること。 
② 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市に提出していること。 
③ 運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されていること。 
④ 運営推進会議に、事業所の存する圏域の地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。 
⑤ 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の２、３、４及び６の実践状況（外部評価）が
適切であること。 

※ 外部評価の実施回数の緩和のための継続年数に算入できるのは、設備及び運営に関する基
準第 97 条第 8 項第 1 号に規定する「外部の者(外部評価機関)による評価」を行った場合に限
られます。運営推進会議を活用した評価を行った場合は緩和の対象とはならないことに注意し
てください。 

法人・高齢者施設課：自己評価・外部評価結果提出 
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000011559.html

法人・高齢者施設課：地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について 
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000023616.html 


