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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

Ⅰ　施設運営

１　施設の運営管理体制

○ 入所定員、居室及びユニットの定員を遵
守しているか。

特別養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準を定める条例
(以下「特養条例」という。)第
23条
（ユニット型の場合の特養条例
根拠条文（以下｢(ユニ)｣と表記
する。））第41条
（地域密着型の場合の特養条例
根拠条文（以下｢(地密)｣と表記
する。））第48条(第23条準用)
（ユニット型地域密着型の場合
の特養条例根拠条文（以下｢(ユ
地)｣と表記する。））第52条
(第41条準用)
※附則に経過措置あり。
特養条例について第3の3(13）
イ
養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例(以
下「養護条例」という。)第8
条、第10条
養護条例について第3の3(2)、5
軽費老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例(以
下「軽費条例」という。)第23
条

・入所定員等を遵守していない。 Ａ 入所定員の管理に改善が必要な点がありました。

・ 施設の規模、1人当たりの床面積、居室の
定員、ユニットの定員など基準に従った
定員が守られているか。

特養条例第8条
（ユニ）第34条
（地密）第45条
（ユ地）第50条
養護条例第9条､10条
軽費条例第8条

○ ・運営規程が整備されていない。 Ａ 運営規程が未整備でした。

・運営規程に記載すべき項目が不足している。 Ｂ

 ＜特別養護老人ホームの規程に記載する項目＞
・施設の目的及び運営方針
・職員の職種、員数及び職務の内容
・入所定員
　→ユニットの場合、次の項目を追加
　・ユニットの数及び各ユニットの入
    居定員
・入所者の処遇の内容及び費用の額
　→ユニットの場合は、次の項目とな
    る
　・入居者へのサービスの提供の内容
    及び費用の額

観点（基本的な考え方）

(1)定員の遵守

(2)運営規程の整備
運営規程が整備されているか。
・入所（居）者の処遇に関する事項及
  びその他施設の管理についての重要
  事項について規程を設けなければな
  らない。

特養条例第21条
（ユニ）第39条
（地密）第48条(第21条準用)
（ユ地）第52条(第39条準用)
養護条例第20条
軽費条例第21条
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

・施設の利用に当たっての留意事項
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項
・その他施設の運営に関する重要事項

　

・施設の目的及び運営の方針
・職員の職種、員数及び職務の内容
・入所定員
・入所者の処遇の内容
・施設の利用に当たっての留意事項
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項
・その他施設の運営に関する重要事項

・施設の目的及び運営の方針
・職員の職種、員数及び職務の内容
・入所定員
・入所者に提供するサービスの内容及び
  利用料その他の費用の額
・施設の利用に当たっての留意事項
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項
・その他施設の運営に関する重要事項

・記録が全く整備されていないために法人・設備の運営確認に支障が
生じているあるいは生じるおそれがある。

Ａ 施設運営に必要な記録に未整備なものがありました。

・施設運営に必要な記録が一部整備されていない。 Ｂ

○

・

福祉サービスに関する苦情解決の仕組み
への取組みが行われているか。
社会福祉事業の経営者は、常にその提供
するサービスについて、利用者等からの
苦情の適切な解決に努めなければならな
い。

・苦情解決に対する取組みが全く行われていない。 Ａ 苦情解決体制が整備されていませんでした。社会福祉法第82条
「社会福祉法人指導監査実施要
綱の制定について」（H29.4.27
雇児発0427第7号、社援発0427
第1号、老発0427第1号局長連名
通知）（以下「ガイドライン」
という。）
ガイドラインⅢ4(4)2
特養条例第28条第1項
（ユニ）第42条(第28条準用)
（地密）第48条(第28条準用)
（ユ地）第52条(第28条準用)
養護条例第26条第1項
軽費条例第30条第1項

(3)施設運営に必要な記録の整備
施設運営に必要な記録は整備されている
か。
職員、財産（設備）、会計（収支）及び
入所者等の処遇を明らかにする記録を備
える必要がある。

なお、書面に代えて、当該書面に係る電
磁的記録により行うことができる。

特養条例第31条
（ユニ）第42条(第31条準用)
（地密）第48条(第31条準用)
（地ユ）第52条(第31条準用)
特養条例第53条
特養条例について第4-23
養護条例第29条、第30条
養護条例について第4-20
軽費条例第33条、第34条
軽費条例について第5-22

○

・

・

(4)苦情解決体制

  ＜養護老人ホームの規程に記載する項目＞

  ＜軽費老人ホームの規程に記載する項目＞ 　
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 苦情解決の要綱等を整備しているか。 同上 ・苦情解決体制に関する要綱を整備していない。 Ｂ

・苦情解決の第三者委員を選任していない。 Ｂ

・第三者委員を複数選任していない。 Ｃ

○ 第三者委員は適任者となっているか。 同上（平成12年6月7日厚生省通
知）（最終改正H29.3.7)

・第三者委員に公平・中立な立場の人が選任されていない。法人の理
事、利用者の家族、オンブズマン等が選任されている。
※（第三者委員の例示）
評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学
教授、弁護士など

Ｂ

○ 第三者委員が利用者及び家族等から直接
苦情等を受け付ける体制となっている
か。

同上（平成12年6月7日厚生省通
知）（最終改正H29.3.7)

・第三者委員が利用者及び家族等から直接苦情等を受け付ける体制と
なっていない。

Ｂ

○ 苦情処理の体制及び手順等、当該施設に
おける苦情を処理するために講ずる措置
の概要について明らかにしているか。

特養条例第28条第1項
（ユニ）第42条(第28条準用)
（地密）第48条(第28条準用)
（ユ地）第52条(第28条準用)
養護条例第26条第1項
軽費条例第30条第1項

・苦情処理の体制及び手順等、当該施設における苦情を処理するため
に講ずる措置の概要について要綱やマニュアル等で明らかにしてい
ない。

Ｂ

○ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の
内容等を記録しているか。

特養条例第28条第2項
（ユニ）第42条(第28条準用)
（地密）第48条(第28条準用)
（ユ地）第52条(第28条準用)
養護条例第26条第2項
軽費条例第30条第2項

・苦情の内容等を記録していない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 苦情の記録に、不十分な点がありました。

○ 苦情解決体制について、ポスター等によ
り周知を図っているか。

特養条例第28条第1項
（ユニ）第42条(第28条準用)
（地密）第48条(第28条準用)
（ユ地）第52条(第28条準用)
養護条例第26条第1項
軽費条例第30条第1項

・苦情解決体制について、周知を図っていない。 Ｂ

○

・

苦情解決の第三者委員を選任している
か。

第三者委員は、中立・公正性の確保のた
め、複数であることが望ましい。

ガイドラインⅢ4（4）2
社会福祉事業の経営者による福
祉サービスに関する苦情解決の
仕組みの指針について（平成12
年6月7日厚生省通知）（最終改
正H29.3.7)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 第三者委員の氏名連絡先等について利用
者への周知を図っているか。

社会福祉事業の経営者による福
祉サービスに関する苦情解決の
仕組みの指針について（平成12
年6月7日厚生省通知）（最終改
正H29.3.7)

・第三者委員の氏名連絡先等について利用者への周知を図っていな
い。

Ｂ

○ 提供したサービスに関し、市町村(軽費条
例の場合は県)から指導又は助言を受けた
場合は、当該指導又は助言に従って必要
な改善を行っているか。

特養条例第28条第3項
（ユニ）第42条(第28条準用)
（地密）第48条(第28条準用)
（ユ地）第52条(第28条準用)
養護条例第26条第3項
軽費条例第30条第3項

・市町村（県）から指導又は助言に従って必要な改善を行わなかっ
た。

Ａ 市町村（県）から指導又は助言に従い、必要な改善を行ってい
ませんでした。

○ 市町村（軽費条例の場合は県）からの求
めがあった場合には、市町村からの指導
又は助言に対する改善の内容を市町村に
報告しているか。

特養条例第28条第4項
（ユニ）第42条(第28条準用)
（地密）第48条(第28条準用)
（ユ地）第52条(第28条準用)
養護条例第26条第4項
軽費条例第30条第4項

・市町村（県）からの求めがあったにもかかわらず、市町村からの指
導又は助言に対する改善の内容を市町村に報告していなかった。

Ａ 市町村（県）から指導又は助言について、その改善の内容を市
町村（県）に報告していませんでした。

○ 軽費老人ホームは、社会福祉法第83条に
規定する運営適正化委員会が行う同法第
85条第1項の規定による調査にできる限り
協力しているか。

軽費条例第30条第5項 ・協力していない。 Ｃ

２　勤務体制の確保

○
・
職員の配置を適正に行っているか。
利用者に対して適切な処遇を行うため県
条例に定める職員を確保する必要があ
る。
また、入所施設については、基準数の夜
勤職員（直接処遇職員）の配置も必要と
なる。

特養条例第3条､第22条
（ユニ）第3条､第40条第2項
（地密）第44条､第48条(第22条
準用)
（ユ地）第44条､第52条(第40条
準用)
養護条例第3条
軽費条例第3条
（附則に経過措置有り）

・各条例に基づいた各種職員や夜間に直接処遇職員を配置していな
い。

Ａ 職員の配置が不足している点がありました。

○ ・管理宿直者を全く配置していない。又は、夜勤者(直接処遇職員)と
は別に、防火管理担当の夜勤者(直接処遇職員)を増員していない。

Ａ 管理宿直者が未配置でした。

・管理宿直者、又は防火管理担当の夜勤者(直接処遇職員)を配置して
いない日がある。

Ｂ

○ 施設職員は専ら当該施設の職務に従事し
ているか。（各条例に、入所者処遇に支
障がない場合は、この限りではない旨の
ただし書きの規定はあるが、直接入所者
の処遇に当たる職員に関しては、ただし
書きの規定は、原則として適用されな
い。）

特養条例第5条
（ユニ）第42条(第5条準用)
（地密）第48条(第5条準用)
（ユ地）第52条(第5条準用)
養護条例第5条
軽費条例第5条

・施設職員が専ら当該施設の職務に従事していない。 Ａ 直接処遇職員が他施設と兼務になっていました。

(1)職員の適正配置

(2)職員の専従

【特別養護老人ホームの場合】管理宿直
者が配置されているか、又は夜勤者(直接
処遇職員)とは別に、防火管理担当の夜勤
者(直接処遇職員)を増員して配置してい
るか。

社会福祉施設における防火安全
対策の強化について（昭62社施
第107号）
特養条例について第4-13(2)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 資格要件を満たした施設長が配置されて
いるか。

・施設長が欠員となっている。 Ａ 施設長が未配置でした。

・施設長が資格要件を満たしていない。 Ａ 施設長の資格要件が満たされていませんでした。

・施設長の変更を届出していない。 Ｂ

○ 施設長は専任となっているか。
やむなく兼務している場合、施設運営管
理に支障が生じない体制となっている
か。

社会福祉法第66条 ・施設長が兼務となっているが、管理運営体制がとれていない。 Ａ 施設の管理運営体制に改善すべき点がありました。

・ 施設長は運営管理全般の統括、利用者と
の連絡調整、地域社会との連携等施設長
としての職質を十分果たしているか。

特養条例第20条
（ユニ）第42条(第20条準用）
（地密）第48条(第20条準用)
（ユ地）第52条(第20条準用)
養護条例第18条
軽費条例第19条

○ 資格を要する職種については、各施設毎
の資格要件を満たした職員となっている
か。

・ Ａ 資格要件が満たされていない職員がいました。

　＜養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム＞　
生活相談員は、大学等で厚生労働大臣の
指定する社会福祉に関する科目を修めて
卒業した者等の該当者及び同等以上の能
力を有する者(＊)となっているか。
＊社会福祉施設に勤務し又は勤務したこ
  とのある者等で、その者の実績等から
  一般的に入所者の生活の向上を図るた
  め適切な相談・援助等を行う能力を有
  すると認められる者をいう。

特養条例第4条第2項
（ユニ）第42条(第4条準用）
（地密）第48条(第4条準用)
（ユ地）第52条(第4条準用)
養護条例第4条第2項
軽費条例第4条第2項

特養条例について第2-2(1)
養護条例について第2-2
軽費条例について第2-2

　＜特別養護老人ホーム＞
機能訓練指導員は、訓練を行う能力を有
する者（理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩
マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
の資格を有する者（はり師及びきゅう師
については、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師の資格を有する
機能訓練指導員を配置した事業所で６月
以上機能訓練指導に従事した経験を有す
る者に限る。））となっているか。ただ
し、入所者の日常生活やレクリエーショ
ン行事等を通じて行う機能訓練指導につ
いては、当該施設の生活相談員又は介護
職員が兼務して行って差し支えない。

特養条例第4条第3項
（ユニ）第42条(第4条準用）
（地密）第48条(第4条準用)
（ユ地）第52条(第4条準用)
特養条例について第2-2(2)

生活相談員(他に医師、看護職員、理学療法士、機能訓練指導員、
栄養士など）の資格要件が満たされていない。

(3)施設長
特養条例第4条第1項
（ユニ）第42条(第4条準用)
（地密）第48条(第4条準用)
（ユ地）第52条(第4条準用)
養護条例第4条第1項
軽費条例第4条第1項
社会福祉法人の経営する社会福
祉施設の長について（昭47社庶
第83号）
社会福祉施設の長の資格要件に
ついて(昭53社庶第13号、第14
号）

(4)資格を有する職員の配置
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 職員の資質向上を図るため、職員研修に
ついて具体的計画が立てられているか。

社会福祉法第90条第1項 ・職員研修の計画を作成していない。 Ｃ

・事故等の発生が職員の資質不足と認められる場合 Ｂ

・単に職員研修を実施していない場合。 Ｃ

○

○

職員に対し、その資質の向上のための研
修の機会を確保しているか。

医療・福祉関係の資格を有さない者につ
いて、認知症介護基礎研修を受講させる
ために必要な措置を講じているか。医
療・福祉関係の資格を有さない者を新た
に採用した場合は、採用後１年間を経過
するまでに認知症介護基礎研修を受講さ
せているか。

特養条例第22条第3項
（ユニ）第40条第4項
（地密）第48条(第22条準用)
（ユ地）第52条(第40条準用)
養護条例第21条第3項
軽費条例第22条第3項

・

・

職員研修の実施が不十分である。

医療・福祉関係の資格を有さない者への認知症介護基礎研修受講措
置を講じていない場合

Ｃ

Ｂ

○
・
研修報告書を作成しているか。
報告書を作成することにより情報を共有
し出席職員以外の者についても資質向上
を図る。

指導 ・研修報告書を作成していない。（受講職員以外の職員への情報共有
を行っていない）

Ｃ

○ 職場において行われる性的な言動（いわ
ゆる「セクハラ」）または優越的な関係
を背景とした言動（いわゆる「パワハ
ラ」）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職員の就業環境が
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ているか。

特養条例第22条第4項
（ユニ）第40条第5項
（地密）第48条(第22条準用)
（ユ地）第52条(第40条準用)
特養条例について第4-13(5)
養護条例第21条第4項
養護条例について第4-10(4)
軽費条例第22条第4項
軽費条例について第5-11(4)

・いわゆるセクハラまたはパワハラにより職員の就業環境が害される
ことを防止するための必要な措置を講じていない。

Ａ

・講じている措置の内容が不十分 Ｂ

(6)その他
職場において行われる性的な言動また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
り職員の就業環境が害されることを防止するため事業者の講ず
べき措置に不十分な点がありました。

(5)職員研修
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

３　施設の安全・衛生

○ 施設設備は、各施設の基準に適合し、適
正に整備されているか。
利用者が良好な環境のもとで生活を営む
ため、各法令で定められている建物の設
備基準を確保しているか。

特養条例第6条､第7条､第8条
（ユニ）第34条､第42条(第6条､
第7条準用)
（地密）第45条､第48条(第6条､
第7条準用)
（ユ地）第50条､第52条(第6条､
第7条準用)
養護条例第6条､第7条､第9条
軽費条例第6条､第7条､第8条
（附則に経過措置有り）

・施設最低基準に基づいた設備を設けていない。 Ａ 施設設備について基準に満たない部分がありました。

○ 設備の使用内容を変更していないか。
使用内容の変更によって設備基準に不適
合となっていないか。

老人福祉法第15条の2（特養･養
護）
社会福祉法第63条（軽費）
特養条例第6条､第7条､第8条
（ユニ）第34条､第42条(第6条､
第7条準用)
（地密）第45条､第48条(第6条､
第7条準用)
（ユ地）第50条､第52条(第6条､
第7条準用)
養護条例第6条､第7条､第9条
軽費条例第6条､第7条､第8条
（附則に経過措置有り）

・施設の変更手続を行っていない。 Ｂ

○ 特別養護老人ホームの医務室は、医療法
に規定する診療所となっているか。

特養条例第8条第5項第6号
（ユニ）第34条第5項第3号
（地密）第45条第5項第6号
（ユ地）第50条第5項第3号

・医務室が医療法に規定する診療所となっていない。 Ａ 医務室が医療法に規定する診療所となっていませんでした。

○ 入所（居）者の使用する食器その他の設
備及び飲用に供する水について、衛生管
理に努め、及び衛生上必要な措置を講じ
ているか。

特養条例第25条第1項
（ユニ）第42条(第25条準用)
（地密）第48条(第25条準用)
（ユ地）第52条(第25条準用)
養護条例第23条第1項
軽費条例第25条第1項

・適正な衛生管理に努めていない。 Ａ 衛生管理に当たって、必要な措置を講じてください。

○ 【特別養護老人ホーム及び養護老人ホー
ムの場合】医薬品及び医療機器の管理が
適正に行われているか。

・医薬品等の管理状況に不十分な面が確認された。 Ｂ

(1)施設設備

(2)衛生管理等
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ ・感染症等の予防に関する検討委員会等の開催状況に不十分な面が確
認された。
※状況によって→Ｂ

Ａ 感染症及び食中毒の予防のための取組が不十分でした。

・委員会の構成メンバーが幅広い職種（施設長、事務長、医師、看護
職員、介護職員、栄養士、生活相談員、介護支援専門員など）でな
い。

Ｂ

・職員に周知徹底していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 感染症及び食中毒の予防のための取組が不十分でした。

○ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止
のための指針が整備されているか。

・平常時の対策及び発生時の対応を規定した感染症等予防指針（マ
ニュアル）が整備されていない。

Ａ 感染症及び食中毒の予防指針が未作成でした。

・感染症及び食中毒の予防指針に盛り込む項目が不足している。 Ｂ

○ 介護職員その他の職員に対し、感染症及
び食中毒の予防及びまん延防止のための
研修を定期的に実施しているか。

・感染症予防等に関する職員研修が、定期的（年2回以上）に実施さ
れていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 感染症及び食中毒の予防のための取組が不十分でした。

・新規採用時に感染対策の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 感染症及び食中毒の予防のための取組が不十分でした。

○ 介護職員その他の職員に対し、感染症の
予防及びまん延防止のための訓練を定期
的に実施しているか。

・感染症予防に関する訓練が定期的（年2回以上）に実施されていな
い。

Ｂ

○ 感染症及び食中毒の発生を防止するため
の措置等については、保健所と常に密接
な連携を保つとともに、必要に応じて助
言及び指導を求めているか。

特養条例について第4-16(1)
養護条例について第4-13(1)
軽費条例について第5-14(1)

・感染症等予防の対応に不十分な面が確認された。 Ｂ

特養条例第25条第2項
（ユニ）第42条(第25条準用)
（地密）第48条(第25条準用)
（ユ地）第52条(第25条準用)
養護条例第23条第2項
軽費条例第25条第2項

感染症及び食中毒予防及びまん延の防止
のための対策を検討する委員会をおおむ
ね3月に1回以上開催するとともに、その
結果を職員に周知徹底しているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ ねずみ、昆虫の駆除を半年に1回以上実施
しているか。（発生確認時はその都度実
施）

社会福祉施設における衛生管理
について(平9社援施第65号)(別
添)大量調理施設衛生管理マ
ニュアルⅡ-5-(2)②(以下｢大量
調理マニュアル｣という。)

・害虫等の駆除を半年に1回以上行っていない。（発見時はその都
度）

Ｂ

○ ねずみ、昆虫の駆除の実施記録を1年間保
管しているか。

同上 ・害虫等の駆除記録を1年間保管していない。 Ｂ

○ ・飲料水の水質検査を全く実施していない。 Ａ 飲料水の水質検査が未実施でした。

・飲料水の水質検査を定期的に実施していない。 Ｂ

○ 水道事業により供給される水以外の井戸
水等の水質検査の結果、飲用不適とされ
た場合は、直ちに保健所長の指示を受
け、適切な措置を講じているか。

大量調理マニュアルⅡ-5-(2)⑦ ・水質検査の結果に対して適切な措置を講じていない。 Ａ 飲料水の水質管理において、適切な措置が講じられていません
でした。

○ 水道事業により供給される水以外の井戸
水等の水質検査結果を1年間保管している
か。

大量調理マニュアルⅡ-5-(2)⑦ ・水質検査の結果を1年間保管していない。 Ｂ

○ 貯水槽の清潔を保持するため、年1回以上
清掃しているか。

大量調理マニュアルⅡ-5-(2)⑧ ・貯水槽の清掃を年1回以上実施していない。 Ａ 貯水槽の清掃が未実施でした。

○ 有効容量10㎥を超える貯水槽の清潔を保
持するため、専門の業者に委託して年1回
以上清掃しているか。

水道法施行規則(第4章簡易専用
水道)第55条
大量調理マニュアルⅡ-5-(2)⑧

・貯水槽の清掃を専門業者に委託していない。
※10㎥以下はＢ

Ａ 貯水槽の清掃の実施方法について、留意すべき点がありまし
た。

○ 貯水槽を清掃した証明書は1年間保管して
いるか。

大量調理マニュアルⅡ-5-(2)⑧ ・貯水槽の清掃証明書を1年間保管していない。 Ｂ

○ 病原性大腸菌等による感染症防止のた
め、飲用井戸及び受水槽により供給され
る飲用水について管理徹底を図っている
か。

社会福祉施設における飲用井戸
及び受水槽の衛生確保について
（平8社援施第116号）

　＜飲用井戸＞
井戸水中の大腸菌群を検査すること。 ・飲用井戸について、大腸菌群の検査を全く行っていない。 Ｃ

　＜受水槽＞
受水槽の水の残留塩素の有無について検
査すること。

・受水槽の水について、残留塩素の有無を全く検査していない。 Ｃ

(4)水質検査
水道事業により供給される水以外の井戸
水等を使用する場合には、公的検査機関
等に依頼して年2回以上水質検査を行って
いるか。

大量調理マニュアルⅡ-5-(2)⑦

(3)清掃及び害虫駆除
○ 施設内外の日常行う清掃のほか、大掃除

を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的
に行っているか。

労働安全衛生規則第619条
(清掃等の実施)

Ｂ・施設内外を清潔に保つとともに6月以内ごとに1回以上大掃除を行っ
ていない。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 社会福祉施設等におけるレジオ
ネラ症防止対策の徹底について
（平15社援基第0725001号）

・循環式浴槽水のレジオネラ属菌の数値が基準値を超えているが対応
していない。

Ａ

　

レジオネラ症防止策を行っていませんでした。

健衛発第0331第7号「循環式浴
槽におけるレジオネラ症防止対
策マニュアル」の改正について
（平成27年3月31日）

・マニュアルに沿った対応を行っていない。 Ｂ

＜毎日完全排水で使用する場合＞ 同上 ＜毎日完全排水で使用する場合＞
○ 浴槽水は毎日完全排水し、清掃している

か。
・浴槽水を毎日完全排水し、清掃していない。 Ｂ

○ 浴槽水の水質検査を1年に1回以上行って
いるか。

・浴槽水の水質検査を年1回以上実施していない。 Ｂ

＜連日使用する場合＞ 同上 ＜連日使用する場合＞
○ 浴槽水を1週間に1回は完全換水し、清掃

しているか。
・1週間に1回完全換水し、清掃していない。 Ａ 浴槽を連日使用する場合の維持管理が不適切でした。

○ 浴槽水の水質検査を1年に2回以上行って
いるか。

・水質検査を年2回以上実施していない。 Ａ 浴槽水の水質検査の回数が不足していました。

○ 浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合の水
質検査は、1年に4回以上実施している
か。

・塩素消毒以外の場合、水質検査を年4回以上実施していない。 Ｂ

＜共通事項＞ 同上

○ ろ過器の消毒を1週間に1回以上実施して
いるか。

・消毒を週1回以上実施していない。 Ｂ

○ ろ過器は、1週間に1回以上逆洗等で汚れ
を排出しているか。

・週1回以上逆洗等で汚れを排出していない。 Ｂ

○ 循環配管の維持管理について、年に1回程
度は生物膜を除去し、消毒しているか。

・循環配管の維持管理について、年に1回程度は生物膜を除去し、消
毒していない。

Ｂ

○ 水質検査の記録を3年間保管しているか。 ・水質検査の記録を3年間保管していない。 Ｂ

○ 外部に解放される部分には網戸､エアカー
テン､自動ドア等を設置施、ネズミや昆虫
の侵入を防いでいるか。

大量調理マニュアルⅡ-5-(1)② ・害虫等の侵入防止等に努めていない。 Ｂ

循環式浴槽を使用している場合、レジオ
ネラ症の防止のため浴槽水の衛生状態の
把握とレジオネラ症防止対策マニュアル
に沿った対応がなされているか。

(5)レジオネラ症防止対策

(6)施設の衛生管理
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

４　非常災害対策

＜防火対象物＞

別表第1(6)項ロ
・養護老人ホーム、特別養護老人ホー
  ム、軽費老人ホーム（避難が困難な
  要介護者を主として入居(宿泊）させ
  るものに限る。）
別表第1(6)項ハ
・軽費老人ホーム（(6)項ロに掲げるも
  のを除く。）

○ 施設の管理権原者は、資格を有するもの
中から防火管理者を選任し、防火管理上
必要な業務を行わせているか。・・・収
容人員10人以上

消防法第8条第1項
(防火管理者)
消防法施行令第3条
(防火管理者の資格)

・防火管理者を選任していない。 Ａ 防火管理者が未選任でした。

○ 消防署に防火管理者の届出を行っている
か。

・防火管理者を選任しているが消防署へ届出していない。 Ｂ

防火管理者を解任した場合も、遅滞なく
届出しているか。（新任者を選任し、消
防署へ届出を行っているか）

・防火管理者の変更の届出を行っていない。 Ｂ

○ ・消防用設備等の点検を全く実施していない。 Ａ 消防用設備等の点検が未実施でした。

・消防用設備等の点検項目に漏れがある。 Ｂ

・消防用設備等の点検報告を行っていない。 Ｂ

消防法第17条
(消防用設備等の設置、維持)

・消防設備に故障等がある。
※対応の状況によって→Ｂ

Ａ 消防用設備に不備がありました。

消防法施行令別表第１
(H27.4.1改正）

(1)防火管理

（別表第1(6)ハについては収容人員30人以上）
　※収容人員：従業者の数＋要保護者の数

消防法第8条第2項
(防火管理者)
消防法施行規則第3条の2第1項
(防火管理者の選任又は解任の
届出)

消防用設備等の点検を実施しているか。
・防火管理者は消防用設備等の点検及び
  整備が義務づけられている。また、消
  防法第17条の3の3に消防用設備等の定
  期的点検とその結果の消防署への報告
  が義務づけられている（法定点検）

＜消防用設備の点検＞
・6ヶ月に1回の機器点検と年に1回の総
  合点検が必要
・年1回は消防署に点検結果を報告す
  る。
・危険物の管理
・施設において使用する燃料（プロパン
  ガス、灯油、重油等）の貯蔵場所、取
  り扱いについて、安全対策を行う。

消防法第17条の3の3
(消防用設備等又は特殊消防用
設備等についての点検及び報
告)
消防法施行規則第31条の6
(消防用設備等又は特殊消防用
設備等についての点検及び報
告)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 消防計画を作成し、消防署へ届出してい
るか。

・消防計画を作成していない。
※届出していない場合はＢ

Ａ 消防計画が未作成でした。

○ ・実態に合わせた変更を行っていない。 Ｂ

・消防署へ届出していない。 Ｂ

○ 避難・消火・通報訓練を法令で定められ
ている回数実施しているか。

消防法施行規則第3条第10項
(防火管理に係る消防計画)

・避難訓練及び消火訓練を消防法施行規則に基づき年2回以上実施し
ていない。

Ａ 避難訓練及び消火訓練が未実施でした。

・別表第1(6)に掲げる防火対象物の防火
  管理者は、消防法施行規則第3条第10
  項に基づいて避難訓練及び消火訓練を
  年2回以上実施しなければならない。

・避難訓練（または消火訓練）を消防法施行規則に基づき年2回以上
実施していない。

Ａ 避難（消火）訓練の回数が不足していました。

○ 入所施設においては、夜間の災害発生は
混乱が予想されることから、夜間におけ
る訓練も実施しているか。
【夜間想定でも可】

［夜間想定について］
老人福祉施設に係る指導監査に
ついて（老発第481号）

・夜間（想定）の避難訓練を実施していない。 Ｂ

○ 消火訓練及び避難訓練について、消防署
へ通知しているか。

消防法施行規則第3条第11項
(防火管理に係る消防計画)

・消防署に消火訓練及び避難訓練の通知を行っていない。 Ｂ

○ 訓練結果の記録を整備しているか。
〈参考〉
・消防計画に沿って、避難・消火・通報
  訓練が定期的に行われること
・訓練を実施するときは、あらかじめ、
  消防機関に通知しておくこと。
・訓練結果については、毎回記録し、次
  回訓練等の参考にすること。
・夜間又は夜間を想定した訓練を行った
  場合はその旨記録すること。

消防法施行規則第4条の2の4
(防火対象物の点検及び報告)

・

・

実施記録を整備していない。

実施記録に記載漏れがある。

Ｃ

Ｃ

○ 消防署の立入検査結果に対して適切に対
応しているか。
消防署の立入検査結果による指摘事項に
ついては、施設として速やかに改善を
図っているか。

消防法第4条
(資料提出命令、報告の徴収及
び消防職員の立入検査)

・消防署の立入検査結果に基づく改善を行っていない。
※対応の状況によって→Ｂ

Ａ 消防用設備に不備がありました。

消防法施行令第3条の2第1項
(防火管理者の責務)
消防法施行規則第3条第1項
(防火管理に係る消防計画)

同上消防計画は、実情に応じて見直しを図っ
ているか。
変更後の消防計画は、消防署へ届出して
いるか。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ ・非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備していない。 Ａ 非常災害時の関係機関への通知及び連携体制が未整備でした。

・

・

非常災害に関する具体的計画及び関係機関への連絡体制について、
職員に周知していない。

訓練の実施あたって、地域住民の参加が得られるよう努めていな
い。

Ｂ

Ｃ

○ 水害・土砂災害・地震等に対処するため
の計画を含む非常災害対策計画が策定さ
れているか。

・（水害・土砂災害・地震等に対処するための計画を含む）非常災害
対策計画を策定していない。

Ｂ

○ 災害時に市町村が発令する「高齢者等避
難」、「避難指示」等の情報を確実に把
握し、利用者の安全を確保するための体
制が整備されているか。

・災害時に市町村が発令する「高齢者等避難」、「避難指示」等の情
報を把握し、利用者の安全を確保するための行動がとれるよう整備
をしていない。

Ｂ

○ 防犯に係る安全確保に当たり、企図的な
不審者の侵入を中心とした様々なリスク
を認識した対策（例えば、不審者情報に
ついて、夜間・休日を含め迅速な連絡、
情報交換、情報共有が無理なくできる体
制づくり等）を検討しているか。

社会福祉施設等における防犯に
係る安全の確保について（通
知）（平28雇児総発0915第1
号、社援基発0915第1号、障障
発0915第1号、老高発0915第1
号）

・防犯に係る安全確保に当たり、企図的な不審者の侵入を中心とした
様々なリスクを認識した対策を検討していない。

Ｃ

○ 防犯に係る安全確保に当たり、国通知を
参考に点検項目を作成したうえで適切な
点検に努めているか。また当該点検項目
を職員等に配布し、研修をしているか。

同上 ・防犯に係る安全確保に当たり、国通知を参考に点検項目を作成した
うえで適切な点検に努めていない。

Ｃ

非常災害に関する具体的計画を定め、非
常災害時の関係機関への通報及び連携体
制を整備し、それらを職員に周知してい
るか。また、訓練の実施にあたって、地
域住民の参加が得られるよう連携に努め
ているか。

特養条例第24条
（ユニ）第42条(第24条準用)
（地密）第48条(第24条準用)
（ユ地）第52条(第24条準用)
養護条例第22条
軽費条例第24条

介護保険施設等における利用者
の安全確保及び非常災害時の体
制整備の強化・徹底について
（平28老総発0909第1号、老高
発0909第1号、老振発0909第1
号、老老発0909第1号通知）

社会福祉施設における避難の実
効性確保に関する取組み等につ
いて（府政防第764号、消防災
第89号、国水環防第5号、国水
砂第98号、老高発0625第1号、
子子発0625第1号、社援保発
0625第1号、障障発0625第1号）

(2)非常災害
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 防災・防犯の対策に当たり、近隣住民、
近隣施設との協力体制は取られている
か。

・近隣住民との協力体制が取れていない。 Ｃ

・ 施設の火災等においては、施設職員だけ
ではその対応が必ずしも十分でない場合
が多いので、近隣の施設、病院等との連
携地域の自治会、近隣に所在する施設、
病院等相互間の連携を図る。

○ 防災安全対策に関して、常時消防機関の
指導を受ける等連携を密にし、施設の整
備、構造、配置、入所者の状況について
も十分に理解を得ているか。

・防災安全対策に関して消防機関との連携を密にしていない。 Ｃ

○ 地震防災応急計画を作成しているか。

・現行の消防計画を改正し、消防計画中
  に地震防災応急計画相当事項を定める
  こと。
  改正した消防計画を消防署に届出する
  とともに、その写しを市町村長に送付
  すること。
・現行の消防計画との整合性に留意す
  る。

○ 地震防災応急計画（相当事項を定めた消
防計画）を見直しているか。
社会環境の変化、施設設備強化等に応じ
た見直しを行い、実態と合ったものと
なっているか。

同上 ・地震防災応急計画（相当事項を定めた消防計画）を実態に合わせて
変更していない。

Ｂ

＊ 神奈川県内の地震防災対策強化地域
　　　　　　　　　　　　（8市11町）
平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、
厚木市、伊勢原市、海老名市、
南足柄市、寒川町、大磯町、二宮町、
中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

・地震防災応急計画（相当事項を定めた消防計画）を届出（提出）し
ていない。

Ｂ

社会福祉施設における防火安全
対策の強化について（昭62社施
第107号）
介護保険施設等における利用者
の安全確保及び非常災害時の体
制整備の強化・徹底について
（平28老総発0909第1号、老高
発0909第1号、老振発0909第1
号、老老発0909第1号通知）
社会福祉施設等における防犯に
係る安全の確保について（通
知）（平28雇児総発0915第1
号、社援基発0915第1号、障障
発0915第1号、老高発0915第1
号）

・消防計画に地震防災応急計画相当事項を定めていない。 Ｂ社会福祉施設における地震防災
応急計画の作成について（昭55
社施第5号）
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 防災対策として、非常用食品及び非常用
物品を備蓄しているか。

神奈川県地域防災計画 ・非常用食品（非常用物品）を備蓄していない。 Ｃ

＊ 災害を未然に防止するとともに、発生し
た場合にその被害を最小限に食い止める
ためには、次により対応することが求め
られる。

・非常用食品の備蓄を定員の３日分としていない。 Ｃ

・定員3日間程度の非常備蓄を準備する
  こと。
・広域避難場所までの道路等の実施把握
  をすること。
・非常持ち出し品としてラジオ、懐中電
　灯、利用者名簿等を常に準備しておく
  こと。

・広域避難場所までの経路等を周知していない。 Ｃ

○ 大規模災害等発生時に備え、ライフライ
ン等が寸断された場合に備えた点検等を
行っているか。
・点検は、最低限3日以上は業務が継続
  できるようにするとの視点に立って行
  うこと。

社会福祉施設等における災害時
に備えたライフライン等の点検
について（平成30年10月31日福
祉部介護サービス担当課長通
知）

・大規模災害等発生時に備え、ライフライン等が寸断された場合に備
えた点検等を行っていない。

Ｃ

○ 感染症や非常災害の発生時において、入
所者に対するサービスの提供を継続的に
実施するため及び非常時の体制での早期
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てい
るか。
また、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
を行っているか。

特養条例第22条の2
(ユニ)第42条(第22条の2準用)
(地密)第48条(第22条の2準用)
(地ユ)第52条(第22条の2準用)
養護条例第21条の2
軽費条例第22条の2

・

・

・

業務継続計画を策定していない。

業務継続計画に盛り込む項目が不足している。

業務継続計画の定期的な見直しを行っていない。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

○ ・

・

研修を定期的に実施していない。（年2回以上）

新規採用時に業務継続計画の研修を実施していない。

Ｂ

Ｂ

・訓練（シミュレーション）を定期的に実施していない。（年2回以
上）

Ｂ

職員に対し、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
期的に実施しているか。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅰ　施設運営）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

５　その他

○ 職員は、正当な理由がなく、その業務上
知り得た入所者（利用者）又はその家族
の秘密を漏らしていないか。

・職員による入所者（利用者）又は家族の重要な秘密の漏洩がある。 Ａ 入所者（利用者）の重要な秘密漏洩がありました。

・職員に対して、業務上知り得た入所者（利用者）又は家族の秘密を
漏らさないよう措置を講じていない。

Ｂ

○ 職員であった者が、正当な理由がなく、
その業務上知り得た入所者（利用者）又
はその家族の秘密を漏らすことがないよ
う必要な措置を講じているか。

・退職職員に対して、業務上知り得た入所者（利用者）又は家族の秘
密を漏らさないよう措置を講じていない。

Ｂ

○ 業務上知り得た情報の取扱いに不適切な
点はないか。

・個人情報の取扱いに不適切な点（情報が第三者の目に触れる状況に
ある等）がある。

Ｂ

○ 個人情報の守秘義務について、職員への
周知は行っているか。

同上 ・個人情報の守秘義務について、職員へ周知していない。 Ｃ

○ 運営に当たって、地域住民又はその自発
的な活動等との連携及び協力を行う等の
地域との交流に努めているか。

・地域との交流に努めていない。 Ｃ

○ 軽費条例第27条
軽費条例について第5-16

・重要事項を掲示（または自由に閲覧可能な形で当該軽費老人ホーム
内に備え付け）していない。

Ａ 重要事項が掲示されていませんでした

・掲示内容が不十分である。 Ｂ

○ 【軽費老人ホームの場合】当該軽費老人
ホームについて広告する場合は、その内
容が虚偽又は誇大なものになっていない
か。

軽費条例第29条 ・広告が虚偽又は誇大なものとなっていた。 Ａ 広告に不適切な部分がありました。

(4)広告

特養条例第27条第2項
（ユニ）第42条(第27条準用)
（地密）第48条(第27条準用)
（ユ地）第52条(第27条準用)
養護条例第25条第2項
軽費条例第28条第2項

同上

(2)地域との連携
特養条例第29条
（ユニ）第42条(第29条準用)
（地密）第47条
（ユ地）第52条(第47条準用)
養護条例第27条
軽費条例第31条

(3)掲示
【軽費老人ホームの場合】当該軽費老人
ホームの見やすい場所に、運営規程の概
要、職員の勤務体制の確保、協力医療機
関、利用料その他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（自由
に閲覧可能な形で当該軽費老人ホーム内
に備え付けることでも可）しているか。

特養条例第27条第1項
（ユニ）第42条(第27条準用)
（地密）第48条(第27条準用)
（ユ地）第52条(第27条準用)
養護条例第25条第1項
軽費条例第28条第1項

(1)秘密保持
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

Ⅱ　就業規則等の整備及び運用
１　就業規則

○ 職員が常時10人以上の施設では、就業規
則を整備しているか。

労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)

・就業規則が作成されていない。 Ａ 就業規則が未作成でした。

○ 就業規則等の作成・変更に当たっては、
労働組合又は労働者の代表者の意見を聴
取しているか。

労働基準法第90条
(作成の手続)

・労働組合又は労働者の代表者の意見を聴いていない。 Ｂ

○ 就業規則等規程の作成・変更に当たって
は、理事会の審議を経ているか。

社会福祉法人の認可について
（H12.12.1厚生省局長通知：
H29.4.1改正）別紙2社会福祉法人
定款例（以下「定款例」という。）第
24条

・審議を経ていない。 Ｂ

○ 就業規則等を労働基準監督署に届け出て
いるか。
・職員が常時10人以上の施設では、就業
  規則の作成と労働基準監督署への届出
  が義務づけられている。
・変更届についても同様である。

労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)

・届け出ていない。 Ｂ

○ 就業規則について職員へ次のいずれかの
方法により周知しているか。
・常時各事務所等に掲示し、又は備え付
  けること。
・書面を交付すること。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これ
  らに準ずる物に記録し、かつ各事業所
  に記録内容を常時確認できる機器を設
  置すること。

労働基準法第106条
(法令等の周知義務)

・周知していない。 Ｂ

○ 労働基準法第92条
(法令及び労働協約との関係)

・就業規則と実態が相違している。 Ｂ

労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)

・必要な記載事項が明記されていない。 Ｂ

＜参考＞
絶対的必要記載事項
①労働時間に関する事項
②賃金に関する事項
③退職に関する事項
※相対的必要事項以下の事項は該当があ
  る場合に記載
　①退職手当  ②安全及び衛生  ③災害
  補償及び業務外の傷病扶助  ④表彰及
  び制裁  ⑤その他

観点（基本的な考え方）

就業規則の内容は労働基準法に反してい
ないか。
・労働時間が法定労働時間を超えていな
  いか。
・勤務実態が就業規則及び勤務割振表ど
  おりか。
・必要な事項が明記されているか。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 労働基準法第39条
(年次有給休暇)

・年次有給休暇の規定が労働基準法に準拠していない。 Ｂ

・年次有給休暇の付与日数を、就業規則に明記していない。 Ｂ

・年次有給休暇の繰越規定はあるか。
※年休の時効は2年間（労基法第115条）

○ ・多胎妊娠に関する規定等がない。 Ｂ

・就業規則の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置の取得日
数が制限されている。

Ｂ

・育児時間が就業規則に規定されていない。 Ｂ

○ 就業規則の定年の規定について、高年齢
者雇用確保措置を講じているか。
 

・定年（65歳未満のものに限る。）の定
  めをしている事業主は、その雇用する
  高年齢者の65歳までの安定した雇用を
  確保するため、次の各号に掲げる措置
 （高年齢者雇用確保措置）のいずれか
  を講じなければならない。
　①当該定年の引上げ
　②継続雇用制度（現に雇用している高
    年齢者が希望するときは、当該高年
    齢者をその定年後も引き続いて雇用
    する制度。）の導入
　③当該定年の定めの廃止

高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律第9条
(高年齢者雇用確保措置)

・高年齢者雇用確保措置を講じていない。 Ｂ

２　育児・介護休業規定
○ 育児休業等育児又は家族介護を行う労働

者福祉に関する法律(育児・介護休業法）
に定める育児休業及び勤務時間の短縮措
置を実施しているか。

育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律

・育児休業及び介護休業の規定を設けていない。 Ｂ

・育児休業とは、対象となる子を養育す
  る労働者の休業の申し出により、労働
  契約関係が存続したまま労働者の労務
  提供義務が消滅すること。(法第6条)

労働基準法に定められた休暇等は規定さ
れているか。
産前産後休暇（多胎妊娠規定）育児時
間、生理休暇等
※「生理休暇」は男女雇用機会均等法制
  定に伴う改正により、「生理日の就業
  が著しく困難な女性に対する措置」と
  変更

労働基準法第65条、第67条、第
68条
(産前産後、育児時間、生理日
の就業が著しく困難な女性に対
する措置)

年次有給休暇の規定は労働基準法に適合
しているか。
※2019年4月から、年10日以上の年次有
  給休暇が付与される労働者に対して、
  年次有給休暇の日数のうち年5日につ
  いては、使用者が時季を指定して取得
  させることが義務付けられた。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 3歳未満の子を養育する労働者について、
短時間勤務制度の措置を実施している
か。（平成22年6月30日改正）
・1歳未満の子を養育する労働者につい
  ては、勤務時間の短縮等の措置
・3歳未満(1歳から3歳まで)の子を養育
  する労働者については、育児休業に準
  ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置
※常時100人以下の労働者を雇用する企
  業についての経過措置は、平成24年6
  月30日をもって終了。

育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律第23条
(所定労働時間の短縮措置等)

・短時間勤務制度の措置を講じていない。 Ｂ

○ 3歳未満の子を養育する労働者について、
所定時間外労働の免除制度の措置を実施
しているか。（平成22年6月30日改正）
※常時100人以下の労働者を雇用する企
  業についての経過措置は、平成24年6
  月30日をもって終了。

育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律第16条の8
(所定外労働の制限)

・所定時間外労働の免除制度の措置を講じていない。 Ｂ

○ 要介護状態にある対象家族を介護する労
働者について、勤務時間の短縮等の措置
を実施しているか。

育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律第18条
(時間外労働の制限)

・勤務時間の短縮等の措置を講じていない。 Ｂ

○ 育児・介護休業法の改正に即して就業規
則及び育児・介護の休業規程を改正して
いるか。

育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律

・改正していない。 Ｂ

○ 子の看護休暇に関する規定が設けられて
いるか。
（平成17年4月1日施行）

育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律第16条の2、第16条
の3
(子の看護休暇の申出、子の看
護休暇の申出があった場合にお
ける事業主の義務等)

・設けていない。 Ｂ
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

３　非常勤職員就業規則
○ 非常勤職員を雇用している場合は非常勤

職員就業規則を整備しなければならな
い。

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第7条
(就業規則作成の手続)

・非常勤職員としての就業規則の整備について検討していない。 Ｃ

労働基準法、最低賃金法、労働
安全衛生法、労働者災害補償保
険法等

・年次有給休暇の付与がない。 Ａ 非常勤職員の労働環境に改善すべき点がありました。（最賃法
違反、長時間勤務時間も含む）

最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
最低賃金法第7条
(最低賃金の減額の特例)

・非常勤職員の給与が神奈川県最低賃金に満たない事例があった。 Ａ 非常勤職員の労働環境に改善すべき点がありました。（最賃法
違反、長時間勤務時間も含む）

○ ・年次有給休暇の付与の規定がない。 Ｂ

・年次有給休暇の規定が労働基準法に準拠していない。 Ｂ

４　給与規程及び職員給与

(1) 給与規程
○ 労働基準法第15条、第89条

(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・給与規程が整備されていない。
（就業規則に給与に関する定めがない場合）

Ａ 給与規程が未作成でした。

・給与規程の必須項目がない。 Ｂ

○ 給与規程を労働基準監督署へ届出ている
か。

労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)

・届けていない。 Ｂ

○ 社会福祉法第27条
法人給与規程

・幹部職員の給与が給与規程に基づいていない。 Ｂ

・幹部職員の給与の支給基準となる明確な根拠がない。 Ｂ

○ 給与・手当等の額が、給与規程に基づい
た適正の額となっておらず、職員間の均
衡を失していないか。 （職員間に不均衡
はないか。）

社会福祉法第27条
法人給与規程

・給与規程に基づいた適正の額となっておらず、給与の支給に均衡を
欠く事例がある。

Ａ 職員の給与について、、給与規程に基づいた適正の額となって
おらず、均衡を欠く事例がありました。

○ 給料表の昇給額等及び昇給方法に問題は
ないか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・昇給・昇格に公平を欠く事例がある。 Ａ 職員の昇給・昇格について、均衡を欠く事例がありました。

労働基準法第39条
(年次有給休暇)
労働基準法施行規則第24条の3
(有給休暇日数の算定)

所定労働日数が少ないパートタイム労働
者等にも年次有給休暇を付与しなければ
ならない。

給与規程を整備しているか。
（給与規程は就業規則の一部）
・給与規程の必須項目：
　賃金の決定、計算及び支払方法、賃金
  の締切り及び支払の時期並びに昇給に
  関する事項

施設長等施設の幹部職員の給与が当該施
設の給与水準に比較して、明確な根拠が
なく極めて高額となっていないか。

・事業主は短時間労働者について労働基
  準法、最低賃金法、労働安全衛生法、
  労働者災害補償保険法等の法令を遵守
  しなければならない。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 昇給及び昇格は給与規程の規定どおりに
行われているか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・昇給・昇格について給与規程と実態が相違している。 Ｂ

・昇給時に賃金額の明示がない。 Ｃ

○ 給与及び諸手当の支給基準が明確であ
り、基準に従って支給されているか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・給与規程に定める給与が支給されていない事例がある。 Ａ 給与規程に定める給与の支給が不十分な事例がありました。

・給与規程と実態が相違している事例がある。 Ｂ

○ 給与規程に本俸・手当等の端数処理規定
があり、規定に基づき正しく計算されて
いるか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・端数処理について不正確な事例がある。 Ｂ

○ 給料表を定め、給料表に基づき支給して
いるか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・給料表にない基本給が支払われている。 Ｂ

・給与の支給に誤りがある。 Ｂ

・給料表の適用に誤りがある。 Ｂ

(2) 初任給格付け
○ 初任給は給与規程どおり格付けされてい

るか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・初任給の格付け基準とおりに初任給が定められていない。 Ｂ

○ 前歴加算の規定を定め、規定に基づき前
歴加算を行っているか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・前歴換算の規定がない。 Ｂ

本俸の格付けは賃金に関する事項であ
り、労働基準法第15条に基づき明確にす
る必要がある。
・初任給格付けが明確であること。
・初任給格付けの際の資格証明、前歴証
  明により確認を行うこと。

○ 他の社会福祉施設経験者の前歴を証する
資料が整備されているか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・前歴を証する資料を整備していない。 Ｂ
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

(3) 諸手当
○ 時間外・休日労働には割増賃金を支払わ

なければならない。

労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増
賃金)

・休日（時間外）労働の割増賃金が支給されていない。 Ａ 割増賃金が未支給の事例がありました。

・割増賃金の規定がない。（実態は支給されている。） Ｂ

○ 深夜（午後10時から午前5時）に労働をさ
せる場合には割増賃金を支払わなければ
ならない。

労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増
賃金)

・深夜勤務の割増賃金が支給されていない。 Ａ 割増賃金が未支給の事例がありました。

○ 夜勤手当及び時間外手当の算出が適正な
ものになっているか。

労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増
賃金)

・深夜勤務の割増率が労働基準法の規定を下回っている。
 ※実態としては問題がない場合→Ｂ

Ａ 深夜勤務の割増率が不十分でした。

○ 割増賃金の算定基礎となる賃金の算定に
誤りはないか。

労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増
賃金)

・割増賃金の算定基礎となる賃金の算定に誤りがある。 Ａ 割増賃金の算定に誤りがありました。

○ 労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増
賃金)

・宿日直手当の額の確認をしていない。 Ｃ

・宿日直手当の額が許可条件を下回っている。 Ａ 宿日直手当の額の支給が不十分な事例がありました。

○ 諸手当の支給基準が明確であり、基準に
従って適正に支給されているか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・給与規程と異なる手当の支給がある。 Ｂ

宿直手当及び日直手当の額は毎年度計算
し、許可条件以上の額か確認している
か。

・1回の宿日直手当は宿日直勤務に就く
  ことが予定されている同種の労働者の
  一人一日当たり平均の賃金額の3分の1
  以上であること。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

・給与規程にない手当の支給がある。 Ｂ

・手当の支給について、給与規程と実態が相違している。 Ｂ

・手当の支給基準が明確でないものがある。 Ｂ

・規程による手当額改正が反映されていない。 Ｂ

・手当の支給について規程に定める手当の額に満たしていない。
※単純なミスの場合→Ｂ

Ａ 給与規程等に定める手当の支給が不十分な事例がありました。

・通勤手当の誤支給がある。 Ｂ

○ 諸手当の支給に当たって、支給の根拠と
なる資料を保管しているか。

労働基準法第15条、第89条
(労働条件の明示、作成及び届
出の義務)

・通勤手当の支給の根拠となる申告等を徴していない。 Ｂ

・住宅手当の支給の根拠となる契約書等を徴していない。 Ｂ

・住宅手当の支給の根拠となる契約書等に期限切れがある。 Ｃ

・通勤手当の申請に対して認定印がない。 Ｃ

・時間外勤務手当（その他労働基準法上定められた手当等）を支給し
ていない事例がある。

Ａ 給与規程等に定める手当の支給が不十分な事例がありました。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

(4) 社会保険・源泉徴収事務
○ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険など

社会保険への加入は適正に行われている
か。

・社会保険に加入していない。 Ｂ

○ 社会保険料は適正に納付しているか。 ・社会保険料を納付していない。 Ｂ

○ ・適切に事務処理がされていない。 Ｂ

・源泉徴収額の納付が遅延している。 Ｂ

○ 源泉徴収をする際の課税対象額は正しく
把握されているか。
・誤っている場合には税務署に相談する
  よう指導する。

所得税法第9条
(非課税所得)

・課税対象額の把握が不適切である。 Ｂ

【通勤手当の非課税限度額】
・交通機関等:15万円(平成28年1月1日以
　降に支払われるべき通勤手当に適用)

所得税法施行令第20条の2
(非課税とされる通勤手当)

・交通用具（自転車、自動車等）
＜参考＞自転車、自動車等で通勤の場合
　通勤距離（片道）     非課税限度額
　 2Km未満                 全額課税
　 2Km以上10Km未満　 　　　4,200円
　10Km以上15Km未満         7,100円
　15Km以上25Km未満　　　　12,900円
  25Km以上35km未満　　　　18,700円
  35km以上45km未満　　　　24,400円
　45km以上55㎞未満　　　　28,000円
　55㎞以上　　　　　　　　31,600円
※15km以上の場合は、運賃相当額が非課税
  限度額を超える場合には、その運賃相当
  額が非課税額(最高限度15万円)となる。
  運賃相当額とは、交通機関を利用した場
  合に負担することとなる1か月当たりの
  合理的な運賃等の額に相当する額をいう。

【宿日直手当の非課税限度額】
・1回 4,000円

国税庁法令解釈通達法第28条<
給与所得>関係28-1

源泉徴収の手続きは適正に行われている
か。
・給与の支払をする者は、その支払いの
  都度、その給与等について所得税を徴
  収し、その徴収の日の属する月の
  翌月10日までにこれを国に納付する。

所得税法第183条
(源泉徴収義務)

健康保険法第3条
厚生年金保険法第6条第1項
雇用保険法第5条
労働者災害補償保険法第3条第1
項
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ ・給与支払報告書を提出していない。 Ｂ

・一部について給与支払報告書を提出していない。 Ｃ

○ 賃金台帳を適正に作成しているか。
・使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を
  調整し、賃金計算の基礎となる事項及
  び賃金の額その他法令で定める事項を
  賃金支払いの都度遅滞なく記入するこ
  と。

労働基準法第108条
(賃金台帳)

・賃金台帳を作成していない。
※一部の職員分が未作成の場合はＢ

Ａ 賃金台帳が未整備でした。

Ⅲ　職員処遇

１　労働基準法に基づく協定等
○ 宿直又は日直業務に従事させる場合、労

働基準監督署長の許可を受けて実施して
いるか。

・宿（日）直勤務について許可を得ていない。 Ａ 宿日直について、必要な許可がありませんでした。

・職員に宿日直をさせる場合、労働基準
  法施行規則第23条の規定により、労働
  基準監督署の許可を得ていれば労働基
  準法第32条の規定にかかわらず、宿直
  又は日直の業務に従事させることがで
  きる。
・許可を受けていない場合は、超過勤務
  手当の支給が必要になる。

・宿（日）直勤務について、許可と就労実態が相違している。 Ｂ

○ 労働基準法第36条
(時間外及び休日の労働時間)

・36条協定を締結せずに、時間外労働をさせている。 Ａ 時間外労働及び休日労働に関する協定が未締結でした。

・労使協定による時間外労働の制限を越えて、職員に時間外労働をさ
せている。

Ｂ

・労使協定の有効期間が過ぎている。 Ｂ

・労使協定の届け出を、有効期間開始後に行っている。 Ｂ

地方税法第317条の6第1項
(給与支払報告書等の提出義務)

労働基準法第41条第3号
(労働時間等に関する規定の適
用除外)
労働基準法施行規則第23条、第
34条

時間外労働及び休日労働に関する協定を
締結し、労働基準監督署に届け出ている
か。（労働基準法第36条に基づいて時間
外労働及び休日労働に関する協定を行う
ので、36協定ともいう。）

・労働者の過半数で組織する労働組合の
  代表者、それがない場合は労働者の過
  半数を代表する者との間で書面により
  協定（以下「労使協定」という。）を
  締結する必要がある。

（時間外労働・休日労働に関する協定の
  期間は通常1年程度。）

給与支払報告書の提出を行っているか。
・給与の支払いを受けている者につい
  て、前年中の給与所得等必要事項を記
  載した給与支払い報告書を1月1日現在
  その者が居住している市町村に提出す
  る。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 年次有給休暇の計画的付与制度を導入し
ている場合、就業規則への規定と労使協
定を締結しているか。
※年次有給休暇は、労働者が請求する時
  季に与えることとされていますが、就
  業規則に定め、労使協定を結んだ場
  合、最低5日間は労働者が自由に取得
  できる日数として残し、5日を超える
  部分について、協定で年次有給休暇を
  与える時季を定めて労働者に計画的に
  取得させるものです。

労働基準法第39条
(年次有給休暇)

・協定を締結していない。 Ｂ

○ 賃金から法定外の経費を控除している場
合は、賃金控除協定を締結しているか。
・賃金から給食費や親睦会費等法令に定
  められている税金、社会保険料等以外
  の経費を控除する場合は、36協定と同
  様に労働者の代表者等と「賃金控除協
  定」を締結する必要がある。

労働基準法第24条
(賃金の支払)

・協定を締結していない。 Ｂ

○ 協定内容と現状に差異はないか。 労働基準法第24条
(賃金の支払)

・締結している内容と実態に相違がある。 Ｂ

○ 給料支給について職員の口座振込み同意
書を整備しているか。
・通貨による支払いが原則であるが､労
  働者の同意を得た場合には､口座振込
　みにより支払うことができる｡

労働基準法施行規則第7条の2
(賃金等の支払方法)

・

・

同意書を徴していない。

一部の職員から同意書を徴していない

Ｂ

Ｃ

＜参考＞
　給与振込み依頼書等本人の同意と振込
  み先口座を明確に（文書化）しておく
  必要がある。
[記載内容]
・口座振込みを希望する賃金の範囲及び
  その金額

○ 口座振込みに関する協定を締結している
か。

指導(S63.1.1基発第1号、婦発
第1号・S50.2.25基発第112号に
基づく指導)

・協定を締結していない。 Ｃ
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

２　職員の人事管理

○ 職員の採用時に職務内容、給与等の労働
条件を明示しているか。
・使用者は労働契約の締結に際し、労働
  者に対して次の賃金その他の労働条件
  を書面で明示しなければならない。

労働基準法第15条
(労働条件の明示)
労働基準法施行規則第5条
(労働条件)

・職員の採用時に雇用書等を交付していない。 Ｂ

　①労働契約の期間
　②有期労働契約の場合は、更新の有
    無・更新の基準
　③就業の場所及び従事すべき業務に関
    する事項
　④労働時間等

・試用期間について、就業規則と雇用契約書が相違している。 Ｂ

・雇用書等に明示されていない業務に従事している職員がいる。 Ｂ

・定年の取扱に不備がある。 Ｂ

※ 《労働契約締結時の労働条件の明示》
(平成25年4月1日施行)
有期労働契約の継続・終了について、予
測可能性と納得性を高め、紛争の防止に
つなげるため、労働契約締結時に、契約
期間とともに「期間の定めのある労働契
約を更新する場合の基準」も書面の交付
によって明示しなければならない事項と
なる。

労働基準法第15条
(労働条件の明示)
労働基準法施行規則第5条
(労働条件)

・更新の有無について、書面の交付により明示がされていなかった。 Ｂ

【労働契約の締結時に明示しなければならない事項】
(1) 契約期間の明示
　　・期間の定めなし
　　・期間の定めあり(　年　月　日～　年　月　日)
(2) 更新の基準の明示(平成25年４月１日より追加)
　①　更新の有無の明示
　　　具体的な内容については、次の例のとおり。
　　 　･　自動的に更新する
　　 　･　更新する場合があり得る
　　   ･　契約の更新はしない　　　など
　②　更新の基準の明示
　　　具体的な内容については、次の例のとおり。
　　 　･　契約期間満了時の業務量により判断する
　　 　･　労働者の勤務成績、態度により判断する
　　   ･　労働者の能力により判断する
　　　 ･　会社の経営状況により判断する
　　 　･　従事している業務の進捗状況により判断
　　　　　する　　　　　　　　　　など

※　有期労働契約の更新をしないことが明らかな場
　　合は、更新の基準の明示義務はありません。

　⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、
    賃金の締切り及び支払の時期に関す
    る事項
　⑥退職に関する事項（解雇の事由含
    む）
　⑦所定労働時間を超える場合の労働の
    有無
　　ただし、就業規則を示し、交付する
    ことでも可
・明示しなければならない事項（書面で
  なくとも可）
  ①昇給に関すること
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 異動、昇給、昇格時に辞令の交付等を
行っているか。

指導 ・職員の異動について書面で明示していない。 Ｃ

○ 非常勤職員に雇用通知書（雇用契約書）
を交付し、勤務条件を明確にしている
か。

・労働条件を明示した雇用契約書等を交付していない。 Ｂ

《文書明示の義務付け》
・契約期間､仕事をする場所と仕事の内
  容､始業・終業の時刻､所定労働外時間
  の有無、休日･ 休暇､賃金
 (以下の3項目はH20.4.1改正追加事項)
　昇給の有無､退職手当の有無､賞与の有
  無（労働者が希望した場合は電子メー
  ルやＦＡＸでも可能：返信してもらう
  など労働者の受信を確認することが望
  まれる）
・賃金に関する事項以外の労働条件につ
  いても、これを明らかにした文書を交
  付するよう努める。

・雇用契約書等に労働条件を明示していない。 Ｂ

○ パートタイム労働者から求められた場
合、待遇の決定に当たって考慮した事項
について説明しているか。
・説明義務が課せられる事項
　労働条件の文書交付、就業規則の作成
  手順、待遇の差別的取扱い禁止、賃金
  の決定方法、教育訓練、福祉厚生施
  設、通常の労働者への転換を推進する
  ための措置
　なお、パートタイム労働者が納得する
  まで説明することまで求めていない。

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第14条
(事業主が講ずる措置の内容等
の説明)

・パートタイム労働者から求められた場合に、待遇の決定に当たって
考慮した事項を説明していない。

Ｂ

○ パートタイム労働者と通常の労働者の職
務内容が同じ場合、その職務を遂行する
に当たって必要な知識や技術を身につけ
るために通常の労働者に実施している教
育訓練をそのパートタイム労働者と同様
に実施しなければならない。

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第11条
(教育訓練)

・（パートタイム労働者と通常の労働者の職務内容が同じ場合）その
職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通
常の労働者に実施している教育訓練をそのパートタイム労働者と同
様に実施しているか。

Ｂ

○ 通常の労働者に対して利用の機会を与え
る福利厚生施設（給食施設、休憩室、更
衣室）については、すべてのパートタイ
ム労働者に使用の機会を与えるよう配慮
しているか。

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第12条
(福利厚生施設)

・すべてのパートタイム労働者に(給食施設)、(休憩室)、(更衣室)の
使用の機会を与えるよう配慮しているか。

Ｂ

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第6条
(労働条件に関する文書の交付
等)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 通常の労働者と同じパートタイム労働者
であって、期間の定めのない労働契約を
締結している者(*)については、その待遇
について、差別的取扱いをしてはならな
い。
＊次の条件を満たすパートタイム労働者
　①職務内容が同じ
　②人材活用の仕組みや運用などが全雇
    用期間を通じて同じ
　③契約期間が実質的に無期契約

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第9条
(通常の労働者と同視すべき短
時間労働者に対する差別的取扱
いの禁止)

・通常の労働者と同じパートタイム労働者であって、期間の定めのな
い労働契約を締結している者(*)については、その待遇について、
差別的取扱いをしていないか。

Ａ パートタイム労働者の待遇について、改善が必要な点がありま
した。

○ パートタイム労働者から通常の労働者へ
の転換を推進するため、次のいずれかの
措置を講じなければならない。
　①通常の労働者を募集する場合に、そ
    の募集内容を既に雇っているパート
    タイム労働者に周知する。
　②通常の労働者のポストを社内公募す
    る場合、既に雇っているパートタイ
    ム労働者にも応募する機会を与え
    る。
　③パートタイム労働者が通常の労働者
    へ転換するための試験制度を設ける
    など、転換制度を導入する。
　④その他通常の労働者への転換を推進
    するための措置。

短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する
法律第13条
(通常の労働者への転換)

・パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、必
要な措置を講じているか。

Ｂ

○ 関連帳簿を整備しているか。
・職員の状況を把握するため、関連帳簿
  を整備しておかなければならない。

・労働者名簿を整備していない。 Ｂ

・労働者名簿（必要事項:氏名、生年月
  日、履歴、その他法令に定める事項）
・履歴書
・資格証明書（資格職員の全職員分）

・労働者名簿が作成されていない職員がいる。 Ｃ

・非常勤職員の労働者名簿が整備されていない。 Ｂ

・時間外勤務命令簿等が作成されていない。 Ｂ

○ 職員の採用、退職等について、稟議書等
で法人の意思決定を明確にしているか。

指導 ・職員の採用、昇給等について、稟議書等を作成し、理事長の承認を
得ていない。

Ｃ

服務に関する帳簿
・出勤簿（タイムカード）
・出張命令簿
・時間外勤務命令簿
・休暇簿  等

労働基準法第107条
(労働者名簿)
労働基準法第109条
(記録の保存)

特養条例第31条(記録の整備)
（ユニ）第42条(第31条準用)
（地密）第48条(第31条準用)
（地ユ）第52条(第31条準用)
養護条例第29条
軽費条例第33条
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 初任給の格付け及び昇給昇格は法人の承
認を得て、稟議書等により記録し保存て
いるか。

指導
労働基準法第109条
(記録の保存)

・職員採用の初任給格付けについて、理事長の承認を得ていない。
また、その記録が保管されていない。

Ｂ

・職員採用の初任給格付けの前歴加算の内容が記録されていない。 Ｂ

○ 昇給及び昇格の記録を整備しているか。 指導
労働基準法第109条
(記録の保存)

・職員の昇給・昇格についての記録が整備されていない。 Ｂ

○ 勤務体制が労働基準法上、適正である
か。
・施設における職員の勤務体制は、労働
  基準法を遵守したうえで、利用者の生
  活上の日課に即した者とする必要があ
  る。

労働基準法第32条、第35条
(労働時間、休日)

・勤務時間等が労働基準法等に沿っていない。 Ａ 勤務体制について改善が必要な点がありました。

○ 勤務割振表を作成しているか。 特養条例第22条第1項
（ユニ）第40条第1項
（地密）第48条(第22条準用)
（ユ地）第52条(第40条準用)
養護条例第21条第1項
軽費条例第22条第1項

・勤務割振表を作成していない。 Ｂ

○ 管理宿直と日中の勤務者が引継ぎを行え
る勤務体制になっているか。

同上 ・管理宿直と日中の勤務者が引継ぎが不十分である。 Ｂ

３　職員の安全管理体制

(1) 衛生管理者等

○ 労働者が常時50人以上の施設は、衛生管
理者及び産業医を選任し、労働基準監督
署に届け出ているか。

・衛生管理者（産業医）を選任していない。 Ｂ

・衛生管理者及び産業医は、所轄の労働
  基準監督署に選任報告をしなければな
  らない。

・衛生管理者（産業医）の選任を届け出ていない。 Ｂ

＜参考＞
（衛生管理者の資格を有する者）
・衛生管理者には第1種、第2種があり、
　社会福祉施設の場合は労働安全衛生規
  則第7条で定める有害業務との関連に
  該当しないので、一般的には第2種の
  免許でよいとされている。
　しかし、医療業が第1種免許を必要と
  する業種になっているので、社会福祉
  事業でも医療の業務の比重が高い場合
  は、所管の労働基準監督署に確認する
  よう指導する。

労働安全衛生法第12条
(衛生管理者の選任)
労働安全衛生規則第7条
(衛生管理者の届出)
労働安全衛生法第13条
(産業医の選任)
労働安全衛生規則第13条
(産業医の届出)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

(衛生管理者の業務）
・労働者の健康障害を防止する措置に関
　することについての技術的事項の管理
・労働者の衛生の教育に関することにつ
　いての技術的事項の管理

(産業医の業務）
・産業医の業務は労働安全規則に規定さ
  れている。主なものは、健康診断の実
  施及びその結果に基づく労働者の健康
  保持、作業及び作業環境の維持管理、
  労働者の健康管理等
・専属である必要はなく、嘱託でよい。

○ 衛生委員会を設置しているか。
・労働者が常時50人以上の施設は、労使
  で構成する衛生委員会（施設管理者、
  衛生管理者、産業医、衛生に関し経験
  を有するもの）を設け、法定の事項を
  調査審議し、事業者に対し意見を述べ
  ること。
  (月1回以上)

労働安全衛生法第18条
(衛生委員会の設置)

労働安全衛生規則第23条
(委員会の会議)

・

・

衛生委員会を設置していない。

毎月1回以上開催していない。

Ｂ

Ｂ

○ 労働安全衛生法第12条の2
（衛生推進者の選任）

・衛生推進者を選任していない。 Ｂ

・衛生推進者の明示がない。 Ｂ

(衛生推進者の資格)
・職場の健康診断、職員の衛生管理、そ
  の他衛生の実務に従事した経験が、大
  卒者で1年以上、高卒者又は中卒者で3
  年以上、その他で5年以上あり、かつ
  その業務を担当するのに必要な能力を
  有する者

(衛生推進者の業務）
・健康診断及び健康の保持増進のための
  措置に関すること。
・施設・設備等の点検及び作業方法の点
  検並びにこれらの結果に基づく必要な
  措置に関すること。
・作業環境の点検及び作業方法の点検並
  びにこれらの結果に基づく必要な措置
  に関すること。

○ 労働者が常時50人以上の施設は、心理的
な負担の程度を把握するための検査結果
等報告書を、労働基準監督署に届け出て
いるか。

労働安全衛生規則第52条の21
(検査及び面接指導結果の報告)

・「心理的な負担の程度を把握するための検査等」を実施し、報告書
を年に1回定期的に労働基準監督署に届け出ているか。

Ｂ

衛生推進者を選任しているか。
・労働者が常時10人以上50人未満の施設
  は、衛生推進者を選任し、衛生管理者
  に準じた職務を行わせる。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

(2) 健康診断
○ 雇入れ時の健康診断を実施しているか。

・事業者は常時使用する労働者を雇い入
  れるときは、健康診断を行わなければ
  ならない。

労働安全衛生法第66条
(健康診断)
労働安全衛生規則第43条
(雇入時の健康診断)

・雇入れ時の健康診断を実施していない。 Ｂ

・ただし､医師による健康診断を受けた
  後､3月を経過しない者について､その
  者が健康診断の結果を証明する書面を
  提出した場合､その健康診断に相当す
  る項目については実施しなくてもよい｡

・健康診断の検査項目が不足している。 Ｃ

・常時使用するパートタイマー(非常勤
  職員)についても､労働契約に期間の定
  めのないパートタイマーや1年以上引
  続き使用されることが予定されている
  者で､1週間の所定労働時間が当該事業
  所の同種の業務に従事する通常の労働
  者の4分の3以上の者は､対象となる。
（雇入れ時健康診断の健康診断項目）
・既往症及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査(千ヘルツ及
　び四千ヘルツの音に係る聴力検査)
  (ただし､腹囲は､40歳未満(35歳を除く)の者､妊娠中
  の女性その他の者であって､その腹囲が内臓脂肪の
  蓄積を反映していないと診断された者､BMIが20未
  満である者､BMIが20未満であって､自ら腹囲を測定
  し､その値を申告した者は､医師の判断により省略可)
・胸部エックス線検査
・血圧の測定
・貧血検査（血色素量及び赤血球数の検査）
・肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ及びγ－ＧＴＰ）
・血中脂質検査（低比重リボ蛋白（ＬＤＬ）コレステ
  ロール、ＨＤＬコレステロール及び血清トリグリセ
  ライドの量の検査）
・血糖検査
・尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の調査）
・心電図検査

○ 定期健康診断を適正に実施しているか。

（健康診断項目）

・職員の定期健康診断を実施していない。（全く実施していない場
合）

Ａ 職員の定期健康診断が未実施でした。

・既往症及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

・職員の定期健康診断の未受診者がいる。 Ｂ

・職員の定期健康診断の検査項目が不足している。 Ｃ　（20歳以上の者の身長の検査は医師の判断で省略で
　　きる。腹囲の省略が可能な場合は、雇入れ健康診
　　断を参照）
・胸部エックス線検査及び喀痰検査
　（40歳未満（①20歳､25歳､30歳､35歳の者､②感染症
  　法で結核に係る定期の健康診断の対象とされてい
  　る施設等で働いている者､③じん肺法で3年に1回
  　のじん肺健康診断の対象とされている者を除く）
  　の者について、医師の判断により胸部エックス線
  　検査を省略することができる。平成22年4月1日施
  　行）

労働安全衛生法第66条
(健康診断)
労働安全衛生規則第44条
(定期健康診断)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

  （胸部エックス線検査によって病変の発見されない
  　者及び同検査により結核発病のおそれがないと診
  　断された者の喀痰検査は、医師の判断で省略でき
  　る。）

・血圧の測定
・尿検査
・貧血検査
・肝機能検査         35歳未満の者、36歳～40歳未満
・血中脂質検査       の者は検査を省略できる
・血糖検査
・心電図検査

（尿検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査
  は、雇入れ時健康診断を参照）

○ 深夜業務従事者は6ヶ月以内ごとの健康診
断を実施しているか。

・夜勤を行う職員の健康診断を実施していない。 Ｂ

・検査項目のうち胸部エックス線検査は
  年1回でよいこと。
・医師の判断で省略できる基準も年1回
  に準じる。
・健康診断は実施すればよいのではな
  く、結果を十分に検討し、職場の衛生
  管理に反映させること。
 (具体的には医師の所見があった者へア
  ドバイスを行うこと)

○ 健康診断の記録を整備しているか。
・健康診断の結果は、健康診断個人票を
  作成し、5年間保存する。

・健康診断の記録を整備していない。 Ｂ

・健康診断の記録を整備していない職員がいる。 Ｃ

○ 常時50人以上の労働者を使用する事業者
は、定期健康診断結果報告書を所轄の労
働基準監督署に提出しているか。

労働安全衛生規則第52条
(健康診断結果報告)

・定期健康診断の結果を報告していない。 Ｂ

○ 労働者が常時50人以上又は女子30人以上
の施設においては、労働者が床すること
ができる休養室又は休憩室を確保してい
るか。

労働安全衛生規則第618条
(休養室等)

・休養室を確保していない。 Ｂ

○ 腰痛検診等の腰痛予防対策を講じている
か。
・作業管理
・作業環境管理
・健康管理
・労働衛生教育　等

平成6年12月28日社援施第169号
社会福祉施設における腰痛予防
対策の推進について
平成25年6月18日社援基発0618
第4号　職場における腰痛予防
対策の推進について社会福祉施
設における安全衛生対策マニュ
アル（平成21年11月厚生労働
省）

・腰痛検診等の腰痛予防対策を講じていない。 Ｃ

労働安全衛生法第66条の3
(健康診断の結果の記録)
労働安全衛生規則第51条
(健康診断結果の記録の作成)

労働安全衛生規則第45条
(特定業務従事者の健康診断)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

(3) 車両の安全管理
○ ・安全運転管理者を選任していない。 Ｂ

・

・

運行記録が作成されていない。
運行記録が一部作成されていない。

Ｂ

Ｃ

４　その他
○ 社会福祉施設職員退職手当共済法に基づ

く退職共済制度へ加入しているか。（介
護保険事業施設を除く）

社会福祉施設職員等退職手当共
済法

・退職共済制度へ加入していない。
（介護保険事業施設を除く）

Ｃ

＜参考＞
主な手続き
①掛け金納付対象者名簿（４月末まで）
②掛け金の納付（５月末まで）
③被共済職員従業状況届の作成・提出
 （10月末まで）
④被共済職員加入届（職員採用の都度）
⑤被共済職員退職届、退職手当請求書
 （退職の都度）
⑥共済契約者間継続職員異動届（法人間
　異動の届け）

○ 財団法人神奈川県福利協会が行っている
従事者共済事業に加入しているか。
（神奈川県下（横浜市所管を除く）の民
  間社会福祉事業施設及び団体に働く職
  員の福利厚生を図っている。）

指導 ・従業者共済事業に加入していない。 Ｃ

・独立行政法人福祉医療機構の制度と違
  う点は、包括加入ではなく、本人の意
  思により加入するという前提であるこ
  と、掛け金の負担が事業主と従事者の
  折半となっていること、財政方式は積
  立方式になっていること等である。
・給付される退職共済金を税法上の退職
  金として認められるためには、施設で
  の会計処理を的確に行っておく必要が
  ある。

○ 旅費に関する規定を整備しているか。
（実費以外を支給している場合）

・旅費規程を整備していない。 Ｂ

・旅費規程と実態が相違している。
※軽微なものはＣ

Ｂ

○ 職員に対する福利厚生の制度を設けてい
る場合、規程を定めているか。

指導 ・職員の福利厚生制度について規程を定めていない。 Ｃ

公用車の使用の本拠毎に5台以上保有の場
合、運転日報の作成、安全運転管理者が
選任されているか。

道路交通法第74条の3
(安全運連管理者等)
道路交通法施行規則第9条の8、
9、10
(安全運転管理者等の選任を必
要とする自動車の台数、安全運
転管理者等の要件、安全運転管
理者の業務)

(記録の整備)
特養条例第31条
（ユニ）第42条(準用第31条)
（地密）第48条(準用第31条)
（ユ地）第52条(準用第31条)
養護条例第29条
軽費条例第33条
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅱ　就業規則等の整備及び運用 ・ Ⅲ　職員処遇）
根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方）

○ 職員宿舎を職員に提供している場合、規
程を定めているか。

指導 ・職員宿舎の利用に関する規程を定めていない。 Ｃ

○ 職員に慶弔費を支給する場合、規程を定
めているか。

指導 ・職員の慶弔費に関する規程を定めていない。 Ｃ

○ 特定個人情報等の安全管理措置を講じて
いるか。

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律第12条
(個人番号利用事務実施者等の
責務)
個人情報の保護に関する法律第
20条、第21条
(安全管理措置、従業者の監督)

・個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者である事業者
は、個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」とい
う。）の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理の
ために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。ま
た、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個
人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対
する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
　・事務の範囲の明確化
　・特定個人情報等の範囲の
　　明確化
　・事務取扱担当者の明確化
　・特定個人情報等の安全管
　　理措置に関する基本方針
　　の策定
　・取扱規定等の策定
　・組織的安全管理措置
　・人的安全管理措置
　・物理的安全管理措置
　・技術的安全管理措置

Ｃ
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅳ　老人福祉施設（特別養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例

Ⅳ　老人福祉施設（特別養護老人ホーム）利用者関係

１　基本方針の対応について
(1) 特養条例第2条

（地密）第48条(第2条準用)
・基本方針に基づいた適切な対応が全く実施されていない。 Ａ 利用者支援に改善すべき点がありました。

・基本方針に基づいた適切な対応になっていない。 Ｂ

・自律的な日常生活を営むことが出来るような支援になっていない。 Ｂ

・入居者の生活状況等の把握が十分に行われていない。 Ｂ

・各ユニットにおける入居者が社会的関係を築き、自立的な日常生活
を営むよう支援していない。

Ｂ

・入居前後の生活の流れが連続したものになるよう配慮されていな
い。

Ｂ

２　施設設備
(1) 居室（便所）にはブザー又はこれに代わ

る設備を設けているか。
・ブザー等の設備が設けられていない。 Ａ 居室にブザー等がない事例がありました。

・

・

ブザー等の代替策の検討が行われていない。
ブザー等の設置が無い場合アセスメントを記録に残しているか。
※状況によって→Ｂ

Ａ 居室のブザー等の設置が困難な場合、その対応・検討に留意す
べき点がありました。

特養条例第8条第5項
（ユニ）第34条第5項
（地密）第45条第5項
（ユ地）第50条第5項

(2) (ユニット型特別養護老人ホーム）入居者
一人一人の意思及び人格を尊重し、入居
者へのサービスの提供に関する計画に基
づき、入居者の居宅における生活への復
帰を念頭に置いて、入居前の居宅におけ
る生活と入居後の生活が連続したものと
なるよう配慮しつつ、各ユニットにおい
て入居者が相互に社会的関係を築き、自
律的な日常生活を営むことを支援してい
るか。

特養条例第33条、第35条
特養条例について第5-4
（ユ地）第52条(第33条、第35
条準用)
特養条例について第7-4(第5-4
準用)

観点（基本的な考え方） 評価の基準

入所者の処遇に関する計画に基づき、可
能な限り、居宅における生活への復帰を
念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の
介護、相談及び援助、社会生活上の便宜
の供与その他の日常生活上の世話、機能
訓練、健康管理及び療養上の世話を行う
ことにより、入所者がその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことが出来
るようにすることを目指しているか。
また、入所者の意思及び人格を尊重し、
常に入所者の立場に立って処遇を行うよ
うに努めているか。
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(2) 静養室が確保されているか。
※ユニット型には静養室の設置は不要

特養条例第8条第5項
（地密）第45条第5項

・静養室が確保されていない。 Ａ 静養室が確保されていませんでした。

・静養室を居室として利用している。 Ｂ

３　入退所検討
(1) 入所（居）者の居宅生活が可能か否かを､

定期的に検討しているか。
特養条例第10条第2項
（ユニ）第42条(第10条準用)
（地密）第48条(第10条準用)
（ユ地）第52条(第10条準用)

・居宅生活が可能か否かの検討等が定期的に行われていない。 Ｂ

(2) 検討に当たっては、生活相談員、介護職
員、看護職員等の職員の間で協議してい
るか。

特養条例第10条第3項
（ユニ）第42条(第10条準用)
（地密）第48条(第10条準用)
（ユ地）第52条(第10条準用)

・生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議していない。
（※施設の指針に記載された職員が参加できているか確認）

Ｂ

４　処遇（サービス）計画
(1) ・要介護者等の状況を含め、入所（居）者の観点に立った処遇計画に

なっていない。
Ａ 処遇計画について、入所（居）者の希望等の配慮が必要な事例

がありました。

・作成していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 処遇計画が作成されていない事例がありました。

※ 特養条例について第4-2-(3)において、処
遇計画は指定介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める条
例第16条と同様で差し支えない、とされ
ており、基本的な考え方もそれに準じる
こととなる。

・見直しをしていない。
※状況によって→Ｂ
　認定の更新等、見直しの時期を逸している場合、Ｂ指摘とする。

Ａ 処遇計画について、見直しをしていない事例がありました。

・処遇計画の説明、同意又は交付が適正に行われていない。 Ａ 処遇計画について、入所（居）者等への説明、同意等に不十分
な点がありました。

（ユニ）第33条、第35条
特養条例について第5-4､5
（ユ地）第52条(第33条、第35
条準用)
特養条例について第7-4(第5-4､
5準用)

・各ユニットにおける入居者相互の関係構築に配慮した計画作成及び
支援になっていない。

Ａ 処遇に関する計画及び支援に自律的な日常生活への配慮が必要
な事例がありました。

入所者の心身の状況、置かれている環
境、当該入所者及びその家族の希望等を
勘案し、当該入所者の同意を得て、当該
入所者の処遇に関する計画（以下「処遇
計画」という。）を作成しているか。

特養条例第11条
特養条例について第4-2
（ユニ）第42条(第11条準用)
特養条例について第5-10(第4-2
準用)
（地密）第48条(第11条準用)
特養条例について第6-6(第4-2
準用)
（ユ地）第52条(第11条準用)
特養条例について第7-4(第4-2
準用)
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(1) 入所（居）者又はその家族の相談に適切
に応じるとともに、必要な助言、その他
の援助を行っているか。

・入所(居）者の心身の状況、置かれている環境等を的確に把握して
いない。
※状況によって、入所（居）者の安全にかかわるものはＡ、その他
はＢ

Ａ 入所（居）者又はその家族からの相談等の対応が不十分な事例
がありました。

・入所（居）者又はその家族の相談等に適切に応じていない。 Ｂ

６　入浴
(1) 1週間に2回以上、適切な方法により、入

所者を入浴させ、又は清しきを行ってい
るか。

特養条例第13条第2項
（地密）第46条第2項

・基準に沿った入浴等の機会が提供されていない。 Ａ 入浴等の回数が不十分な事例がありました。

(2) （ユニット型特別養護老人ホーム）入居
者が身体の清潔を維持し、精神的に快適
な生活を営むことができるよう、適切な
方法により、入居者に入浴の機会を提供
ているか。やむを得ない場合には、清し
きを行うことをもって入浴の機会の提供
に代えることをしているか。

（ユニ）第36条第3項
特養条例について第5-5-(3)
（ユ地）第51条第3項

・基準に沿った入浴等の機会が提供されていない。
※入浴等の機会の提供が全くない場合や、入居者の状況把握等が不
十分での未実施→Ａ
※人員配置の理由で入浴回数等が下回る状態が継続している場合→
Ａ

Ｂ

７　排泄
(1) 心身の状況に応じて、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な援助を
行っているか。

特養条例第13条第3項
（ユニ）第36条第4項
（地密）第46条第3項
（ユ地）第51条第4項

・一律に、排泄を促したり、おむつ交換をしない。 Ｂ

８　褥瘡
(1) ・褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所(居)者等）に対し

て、適切な介護（褥瘡管理）を行っていない。
Ａ 褥瘡発生防止のための取組が不十分でした。

・褥瘡発生を予防するための体制が整備されていない。

・褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所(居)者等）に対
する褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価
・専任の施設内褥瘡予防対策担当者の決定
・褥瘡対策チームの設置
・褥瘡対策のための指針の整備
・介護職員等に対する施設内研修の実施

Ｂ

特養条例第15条
（ユニ）第42条(第15条準用)
（地密）第48条(第15条準用)
（ユ地）第52条(第15条準用)

５　相談及び援助

特養条例第13条第5項
特養条例について第4-4
（ユニ）第36条第6項
特養条例について第5-5(第4-4
準用)
（地密）第46条第5項
特養条例について第6-4(第4-4
準用)
（ユ地）第51条第6項
特養条例について第7-3(第4-4
準用)

褥瘡が発生しないよう適切な介護を行う
とともに、その発生を予防するための体
制を整備しているか。
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

９　事故発生時の対応
(1) 事故の発生又はその再発を防止するため

の措置を講じているか。

○ 事故が発生した場合の対応、報告の方法
等が記載された事故発生の防止のための
指針が整備されているか。

・事故発生の防止のための指針（マニュアル等）が整備されていな
い。

Ａ 事故発生の防止のための指針が未作成でした。

・事故発生の防止のための指針に盛り込む項目が不足している。 Ｂ

○ ・発生原因の分析を通した再発防止策を検討していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故の発生した際に改善策の検討が不十分な事例がありまし
た。

・職員へ周知徹底する体制が整備されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故の改善策を周知する体制が不十分でした。

○ ・委員会が定期的に開催されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

・委員会の構成メンバーが幅広い職種（施設長、事務長、医師、看護
職員、介護職員、生活相談員、介護支援専門員など）でない。

Ｂ

○ 職員に対し、事故発生防止のための研修
を定期的に実施しているか。

・研修を定期的に実施していない。（年2回以上）
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

・新規採用時に事故発生の防止の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

○ 事故発生防止等の措置を適切に実施する
ための専任の担当者をおいているか。

・専任の担当者をおいていない。 Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

事故発生の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催しているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。

事故が発生した場合又は事故の発生に至
る危険性がある事態が生じた場合に、こ
れらの事実が報告され、その分析を通し
た改善策を職員に周知徹底する体制が整
備されているか。
また、事例の分析に当たっては、介護事
故等の発生時の状況等を分析し、介護事
故等の発生原因、結果等をとりまとめ、
防止策を検討しているか。

特養条例第30条第1項
特養条例について第4-21
（ユニ）第42条(第30条準用)
特養条例について第5-10(第4-
21準用)
（地密）第48条(第30条準用)
特養条例について第6-6(第4-21
準用）
（ユ地）第52条(第30条準用)
特養条例について第7-4(第4-21
準用)
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(2) 速やかに市町村、入所者の家族等に連絡
を行うとともに、必要な措置を講じてい
るか。

特養条例第30条第2項
（ユニ）第42条(第30条準用)
（地密）第48条(第30条準用)
（ユ地）第52条(第30条準用)

・事故が発生した際に市町村への連絡を行っていない（家族への連絡
を行っていない)(必要な措置を講じていない）。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故が発生した際に○○を行っていない事例がありました。

(3) 利用者の事故等の状況が､個別記録等に正
確に記録され､整備されているか。

特養条例第30条第3項､第31条第
2項
（ユニ）第42条(第30､第31条準
用)
（地密）第48条(第30､第31条準
用)
（ユ地）第52条(第30､第31条準
用)

・

・

事故等の状況が正確に記録されていない。

介護事故等の発生ごとにその状況、背景等記録・報告するための様
式を設けていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生時の記録に、不十分な点がありました。

(4) 事故等が発生した場合、原因の究明と再
発防止の検討を実施し､処遇(サービス)計
画に盛り込む等の対応を行っているか。

特養条例第11条第2項
（ユニ）第42条(第11条準用)
（地密）第48条(第11条準用)
（ユ地）第52条(第11条準用)

・再発防止策等の検討及び必要に応じた処遇計画等の見直しが行われ
ていない。

Ｂ

(5) 事故の発生に至る危険性がある事態が生
じた場合に、ヒヤリ・ハット等を活用し
これらの事実が報告され、事故等の未然
防止の取り組みが行われており、その分
析を通した改善策を職員に周知徹底する
体制が整備されているか。

特養条例第30条第1項
（ユニ）第42条(第30条準用)
（地密）第48条(第30条準用)
（ユ地）第52条(第30条準用)

・未然防止の取組が十分に行われていない。また、職員に改善策の周
知が徹底されていない。

Ｂ

(6) 転落防止､転倒防止等危険箇所のチェック
を定期的に実施しているか。

指導 ・危険箇所のチェック等が十分に行われていない。また、職員に改善
策の周知が徹底されていない。

Ｃ

○ 家具の転倒防止等が行われているか。 指導 ・危険箇所のチェック等が十分に行われていない。 Ｃ
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１０　身体的拘束
(1) 入所（居）者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身
体的拘束その他入所者の行動を制限する
行為（以下「身体的拘束等」という。）
を行っていないか。

特養条例第12条第4項
（ユニ）第35条第6項
（地密）第48条(第12条準用)
（ユ地）第52条(第35条準用)

・身体的拘束等となる対応を実施する場合に十分な検討が行われてい
ない

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

(2) 緊急やむを得ずに身体的拘束等を行う場
合、その判断や手続は適正に行われてい
るか。

○ 緊急やむを得ない場合に該当するかどう
かの判断は、担当職員個人又は数名で行
うことなく、施設全体として判断してい
るか。

・身体的拘束等となる対応を実施する場合に施設全体で十分な検討が
行われていない。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等の行動制限を行う以外に代
替の介護方法を検討しているか。（な
お、やむを得ず行動制限等を行う際に
は、それ以外の方策がなかったか。）

・身体的拘束等を実施する場合の代替策等の検討が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等を行う行為が、一時的であ
り、もっとも短い拘束時間となっている
か。

・一時的な対応となっていない。 Ｂ

○ 入所（居）者本人や家族等に身体的拘束
等の内容、理由、拘束の時間〈時間
帯〉、期間等できる限り詳細に説明して
いるか。

・身体的拘束等を実施する場合、利用者等への詳細な説明を行ってい
ない。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、入所（居）者等への説明が不十
分な事例がありました。

○ 実際に身体的拘束等を行う場合、常に観
察、再検討を行い、やむを得ない理由等
の把握・改善を図っているか。

・身体的拘束等を実施する場合の観察・検討が十分に行われていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

(3) 身体的拘束等を行う場合に、記録をして
いるか。

○ やむを得ず身体的拘束等を行う場合に
は、その態様及び時間、その際の入所
（居）者の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由を記録をしているか。

特養条例第12条第5項
（ユニ）第35条第7項
（地密）第48条(第12条準用)
（ユ地）第52条(第35条準用)

・身体的拘束等を実施した際の記録が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、記録が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等に関する説明書、経過観察
記録など適切な記録を作成し、保存して
いるか。

特養条例第31条第2項
（ユニ）第42条(第31条準用)
（地密）第48条(第31条準用)
（ユ地）第52条(第31条準用)

・身体的拘束等を実施する場合の経過や実施記録等が整備されていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、記録が不十分な事例がありまし
た。

特養条例第12条第4項
（ユニ）第35条第6項
（地密）第48条(第12条準用)
（ユ地）第52条(第35条準用)

「身体拘束ゼロ作戦」の推進に
ついて（Ｈ13.4.6老発155号）
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅳ　老人福祉施設（特別養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(4) 身体的拘束等の適正化のための措置を講
じているか。

○ ・委員会が定期的に開催されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

・委員会の構成メンバーが幅広い職種（施設長、事務長、医師、看護
職員、介護職員、生活相談員、介護支援専門員など）でない。

Ｂ

・職員に周知徹底していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

○ 身体的拘束等の適正化のための指針を整
備しているか。

特養条例第12条第6項
（ユニ）第35条第8項
（地密）第48条(第12条準用)
（ユ地）第52条(第35条準用)

・身体的拘束等の適正化のための指針（マニュアル等）が整備されて
いない。

Ａ 身体的拘束等の適正化のための指針が未作成でした。

・身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込む項目が不足してい
る。

Ｂ

○ 介護職員等に身体的拘束等の研修を定期
的に提供しているか。

・研修を定期的に実施していない。（年2回以上）
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

・新規採用時に身体的拘束適正化の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

１１　虐待防止
(1) 虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置を講じているか。

○ 虐待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、介護職員その他の職員に周知
徹底を図っているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器等を活用して行うことが
できる。

・

・

・

虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していな
い。

委員会の構成メンバーが、施設長を含む幅広い職種ではない。

開催結果が職員に周知徹底されていない。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

特養条例第12条第6項
（ユニ）第35条第8項
（地密）第48条(第12条準用)
（ユ地）第52条(第35条準用)

特養条例第12条第6項
（ユニ）第35条第8項
（地密）第48条(第12条準用)
（ユ地）第52条(第35条準用)

身体的拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会を3月に1回以上開催すると
ともに、その結果を職員に周知徹底して
いるか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。

特養条例第30条の2
特養条例について第4-22
(ユニ)第33条、第42条(第30条
の2準用)
特養条例について第5-10(第4-
22準用)
(地密)第48条(第30条の2準用)
特養条例について第6-6(第4-22
準用)
（ユ地）第52条(第30条の2準
用)
特養条例について第7-4(第4-22
準用)
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

○ 虐待等が発生した場合の対応方法、相
談・報告体制に関する事項等が記載され
た虐待防止のための指針が整備されてい
るか。

特養条例第30条の2
特養条例について第4-22
(ユニ)第33条、第42条(第30条
の2準用)
特養条例について第5-10(第4-
22準用)
(地密)第48条(第30条の2準用)
特養条例について第6-6(第4-22
準用)
（ユ地）第52条(第30条の2準
用)
特養条例について第7-4(第4-22
準用)
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
律第20条

・

・

虐待防止のための指針が整備されていない。

虐待防止のための指針に盛り込む項目が不足している。

Ｂ

Ｂ

(2) 介護職員その他の職員に対し、虐待防止
のための研修を定期的に実施している
か。

特養条例第30条の2
特養条例について第4-22
(ユニ)第33条、第42条(第30条
の2準用)
特養条例について第5-10(第4-
22準用)
(地密)第48条(第30条の2準用)
特養条例について第6-6(第4-22
準用)
（ユ地）第52条(第30条の2準
用)
特養条例について第7-4(第4-22
準用)
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
律第20条

・

・

研修を定期的に実施していない。（年2回以上）

新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない。

Ｂ

Ｂ

(3) 上記(1)から(3)の措置を適切に実施する
ための専任の担当者をおいているか。

特養条例第30条の2
特養条例について第4-22
(ユニ)第42条(第30条の2準用)
特養条例について第5-10(第4-
22準用)
(地密)第48条(第30条の2準用)
特養条例について第6-6(第4-22
準用)
（ユ地）第52条(第30条の2準
用)
特養条例について第7-4(第4-22
準用)

・専任の担当者をおいていない。 Ｂ

(4) 高齢者虐待防止等のための措置として、
入所者及びその家族からの苦情の処理の
体制の整備等を実施しているか。

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
律第20条

・高齢者虐待防止等のための措置が講じられていない。
 ・高齢者虐待の定義を職員に周知すること
 ・市町村への通報義務を職員に周知すること
 ・高齢者虐待の早期発見に努めること
 ・利用者や家族からの苦情処理体制の整備

Ｂ
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅳ　老人福祉施設（特別養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(5) 高齢者虐待若しくは不適切な対応を施設
として発見、把握した際に行政に連絡し
対応しているか。

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
律第21条

・高齢者虐待を受けたと思われる入所（居）者を発見したが、通報を
行っていない。

Ａ 高齢者虐待防止等の取組が不十分でした。

１２　食事
(1) 栄養並びに入所（居）者の心身の状況及

び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提
供しているか。

○ 個々の入所（居）者の栄養状態に応じた
栄養管理を行うように努めるとともに、
入所（居）者の心身の状況及び嗜好を考
慮した（嗜好調査、残滓調査、検食等又
は栄養ケアマネジメントなど）食事を提
供しているか。

・入所（居）者等の要望等が把握されておらず、献立への反映が確認
できない。

Ｂ

○ あらかじめ作成された献立に従うととも
に、その実施状況を明らかにしている
か。

・献立が作成されていない。 Ａ 献立が未作成でした。

○ 病弱者等に対する献立については､必要に
応じ、医師の指導を受けているか。

・必要に応じて医師等の指導を仰ぐ体制が取れていない。 Ｂ

○ 栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮す
るとともに、適切な時間（夕食は17時以
降）に行われているか。

・午後5時前の食事開始となっている。
→ユニットケアは除く

Ａ 入所（居）者への食事の提供時間に改善すべき点がありまし
た。

特養条例第14条
特養条例について第4-5
（ユニ）第37条
特養条例について第5-6
（地密）第48条(第14条準用)
特養条例について第6-6(第4-5
準用)
（ユ地）第52条(第37条準用)
特養条例について第7-4(第5-6
準用)
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅳ　老人福祉施設（特別養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(2) 適切な衛生管理に努めているか。

○ 保存食は､提供した食品を献立毎､おやつ
も含め全品2週間以上冷凍保存され、50g
程度採られているか。

・給食原材料（及び調理済食品）の保存が適切に行われていない。
※保存状況によってＢまたは現地指導

Ａ 給食原材料（及び調理済食品）の保存に不十分な点がありまし
た。

○ 厨房の汚染作業区域と非汚染作業区域を
明確に区分し､履物や外衣等の交換が行わ
れているか。

・汚染区域等の区分けを明確に行っていない。 Ｂ

○ 給食関係職員については､毎月全員検便
(O-157含む)を実施し、記録の管理もされ
ているか。

・調理担当職員の検便について、検査項目が不足している。 Ｂ

○ 可能な限り､大量調理施設衛生管理マニュ
アルに沿った衛生管理を実施している
か。

・調理担当職員の検便がまったく実施されていない月がある。 Ａ 調理従事者等の検便が未実施でした。

　

・調理担当職員の検便が毎月実施されていない。 Ｂ

１３　健康管理
(1) 常に入所（居）者の健康の状況に注意

し、必要に応じて健康保持のための適切
な措置をとっているか。

特養条例第18条
（ユニ）第42条(第18条準用)
（地密）第48条(第18条準用)
（ユ地）第52条(第18条準用)

・健康状態把握が適切に実施されていない。 Ｂ

(1) あらかじめ協力医療病院を定めている
か。

特養条例第26条
（ユニ）第42条(第26条準用)
（地密）第48条(第26条準用)
（ユ地）第52条(第26条準用)

・あらかじめ協力医療病院を定めていない。 Ａ 協力医療機関が定められていませんでした。

社会福祉施設等における衛生管
理の徹底について（H20.7.7社
援基発第0707001号）

社会福祉施設等における衛生管
理について（H9社援第65号）
大量調理マニュアルⅡ-5-(4)②

１４　協力病院等
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(1) ・介護職員が法令で定められていない行ってはならない医行為を行っ
ていないか。

Ａ 介護職員が行うことのできない医療行為について不適切な取扱
いがありました。

・介護職員が医行為（たんの吸引（及び経管栄養）に限る。）を行っ
ている場合、以下の条件を充たしたうえで行っているか。

　→施設や事業所等として登録特定行為事業者
　　の登録を行っているか。

　→(平成28年７月～)自らの事業又はその一環
　　として、喀痰吸引等（介護福祉士に限る）
　　の実地研修を行おうとする者は施設や事業
　　所等として「登録喀痰吸引等事業者」の登
　　録を行っているか｡

　→同一敷地内にあっても施設や事業所等ごと
    に登録を行なわなければならない。

　→「認定特定行為業務従事者認定証」又は
    「介護福祉士登録証」を持った職員が､
     当該認定証(登録証）に記載されている
     範囲の医療行為のみを行っているか。

・ （理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
（以下「リハ職」という。）又は臨床工
学技士が実施するたんの吸引等について
も、要件を充たしたうえで行っている
か。）

平成22年4月30日医政発0430第1
号「医療スタッフの協働・連携
によるチーム医療の推進につい
て」

・リハ職又は臨床工学技士がたんの吸引を行う場合、関連通知に基づ
いて、チーム医療が確立された条件下で実施しているか。（登録特
定事業者の登録、認定特定行為業務従事者の認定は不要）

Ｂ

１５　介護職員によるたんの吸引等の行為等
医師の指示による診療の補助行為（じょ
くそうの処置、インシュリンの投与等）
について医師、保健師、助産師、看護職
員（看護師・准看護師）以外の者が行っ
ていないか。
（介護職員等が実施するたんの吸引、経
管栄養に限っては、一定の条件のもと平
成24年度から医師の指示を下に実施でき
るようになったが要件を充たしたうえで
行っているか。）

医師法第17条

保健師助産師看護師法第31条、
第32条

社会福祉士及び介護福祉士法附
則第3条、第20条

社会福祉士及び介護福祉士法第
48条の3

医師法第17条、歯科医師法第17
条及び保健師助産師看護師法第
31条の解釈について（通知）医
政発第0726005号
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

(2) たんの吸引等の行為が適切に行われてい
るか。

社会福祉士及び介護福祉士法附
則第3条及び第20条

社会福祉士及び介護福祉士法第
48条の3

・介護職員が医行為（たんの吸引（及び経管栄養）に限る。）を行っ
ている場合、以下の条件を充たしているか｡

Ａ 介護職員が実施するたんの吸引等について不適切な取扱いがあ
りました。

　→施設や事業所等として登録特定行為事業者の登録
    を行っているか。

　→(平成28年７月～)自らの事業又はその一環とし
    て、喀痰吸引等（介護福祉士に限る）の実地研修
    を行おうとする者は施設や事業所等として「登録
    喀痰吸引等事業者」の登録を行っているか｡

　→同一敷地内にあっても施設や事業所等ごとに登録
    を行なわなければならない。

　→「認定特定行為業務従事者認定証」又は「介護福
    祉士登録証」を持った職員が､当該認定証(登録
    証)に記載されている範囲の医療行為のみを行
    なっているか｡

１６　預り金
(1) 預り金等の取扱いは適正に行われている

か。
・①～⑥全てが行われていない。 Ａ 預り金の取扱いに不適切な点がありました。

○ 預り金依頼書が、本人又は親権者、後見
人若しくは代理人から提出されている
か。

・預り金依頼書が適正に管理されていない。 Ｂ

○ 預り金の管理は、個人別となっている
か。

・預り金の管理が個人別となっていない。 Ｂ

○ 現金保管額が高額となっていないか。 ・預り金の現金保管額が必要最小限となっていない。 Ｂ

社会福祉施設等における利用者
からの預り金について（平成23
年6月30日地域保健福祉部長、
福祉・次世代育成部長通知）
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根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

○ 預金通帳保管者、印鑑保管者がそれぞれ
別々に定められているか。

・預金通帳と印鑑の保管管理を同一の者が行っている。 Ｂ

○ 預り金の収支状況は、施設長により定期
的に点検されているか。

・預り金収支状況の施設長確認が行われていない。 Ｂ

○ 預り金の払出し時は､利用者から払出し依
頼票及び受領書を徴しているか｡また､利
用者から受領印を徴することが困難な場
合は､複数職員立会のもと､授受がなされ
ているか｡

・預り金の取扱い体制に改善すべき点がある。 Ｂ

○ 預り金の収支残高を定期的に利用者又は
家族等に報告しているか。

・利用者等への報告が行われていない。 Ａ 預り金の取扱いに不適切な点がありました。

○ 預り金規程が整備されているか。 ・預り金規程が作成されていない。 Ｂ

○ 預り金規程に基づいた取り扱いとなって
いるか。

・預り金規程に沿った対応になっていない。 Ｂ

(2) 措置対象者の遺留金品等の取扱いが、適
切に行われているか。

○ 利用者が死亡した場合に､実施機関への通
報及び実施機関の指示に基づく遺留金品
の引渡しが、適切になされているか。

・遺留金品等の引渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

(3) 特別養護老人ホーム利用者の遺留金品等
の取扱いが、適切に行われているか。

・遺留金品等の引渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 利用者が死亡した場合に、速やかに家族
等に連絡する体制ができているか。

・遺留金品等の引渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 遺留金品の処分は、家族等から書面によ
る依頼等がある場合を除き行われていな
いか。

・遺留金品等の引渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 身寄りのない方の場合､法定管財人を選定
する等の手続をとっているか。

・遺留金品の取扱いに検討すべき点がある。 Ｂ

○ 遺留金品の引渡しを行った場合、通帳等
証書類の写しを保存し適切な処理を客観
的に説明できるようにしているか｡

・遺留金品等の引渡しに改善すべき点がある。 Ｂ
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Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係

１　基本方針の対応について
(1) 養護条例第2条 ・基本方針に基づいた適切な対応が全く実施されていない。 Ａ 利用者支援に不適切な面がありました。

・基本方針に基づいた適切な対応になっていない。 Ｂ

２　施設設備
(1) 静養室が確保されているか。 養護条例第9条第4､5項 ・静養室が確保されていない。 Ａ 静養室が確保されていませんでした。

・静養室を居室として利用している。 Ｂ

３　入退所検討
(1) 入所者の心身の状況、置かれている環境

等に照らし、居宅生活が可能か否かを､常
に配慮しているか。

養護条例第11条第2項 ・居宅生活が可能か否かの検討等が十分に行われていない。 Ｂ

(2) 入所者の円滑な退所のために必要な援助
に努めているか。

養護条例第11条第3項 ・退所に向けた援助が不十分である。 Ｂ

(3) 入所者の退所に際して、保健医療サービ
ス又は福祉サービスを提供する者との密
接な連携に努めているか。

養護条例第11条第4項 ・退所に際しての他の福祉サービス等との連携が不十分である。 Ｂ

(4) 入所者の退所後も、必要に応じ本人及び
その家族に対する相談援助を行い、適切
な援助に努めているか。

養護条例第11条第5項 ・退所後の対応が不十分である。 Ｂ

４　処遇（サービス）計画
(1) 養護老人ホームの管理者は、入所者の処

遇に関する計画の作成に関する業務を生
活相談員に担当させているか。

養護条例第12条第1項 ・処遇計画作成に関する業務を生活相談員に担当させていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 生活相談員が処遇計画作成業務の担当者となっていませんでし
た。

(2) 生活相談員は、入所者の心身の状況、置
かれている環境、当該入所者及びその家
族の希望等を勘案し、他の職員と協議の
上、処遇計画を作成しているか。

養護条例第12条第2項
養護条例について第4-2

・要介護度等の状況を含め、入所者の観点に立った処遇計画になって
いない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 処遇計画について、入所者の希望等の配慮が必要な事例があり
ました。

・要介護度等の状況を含め、行事や日課を含めた処遇計画になってい
ない。

Ｂ

・入所者が指定居宅サービス等を利用する場合、居宅介護支援事業所
等の介護支援専門員が作成した支援計画に留意していない。

Ｂ

評価の基準観点（基本的な考え方）

入所者の処遇に関する計画に基づき、社
会復帰の促進及び自立のために必要な指
導及び訓練その他の援助を行うことによ
り、入所者がその有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるように
することを目指しているか。
また、入所者の意思及び人格を尊重し、
常にその者の立場に立って処遇を行うよ
うに努めているか。
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(3) 生活相談員は入所者の処遇の状況等を勘
案し、処遇計画について必要な見直しを
実施しているか。

養護条例第12条第3項 ・入所者の処遇の状況等を勘案した見直しが行われていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 処遇計画の見直しが十分に実施されていませんでした。

(1) ・入所者の心身の状況、置かれている環境等を的確に把握していな
い。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

・入所者又はその家族の相談等に適切に応じていない。 Ｂ

(2) 要介護認定の申請その他の入所者が日常
生活を営むのに必要な行政機関等に対す
る手続きについて、当該入所者又はその
家族が行うことが困難である場合には、
当該入所者の意思を踏まえて速やかに必
要な支援を行っているか。

養護条例第15条第2項 ・必要な支援を行っていない。 Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

(3) 常に入所者の家族との連携を図るととも
に、当該入所者とその家族との交流等の
機会を確保するよう努めているか。

養護条例第15条第3項 ・

・

入所者の家族との連携が図られていない。

入所者とその家族との交流等の機会を確保していない。

Ｂ

Ｂ

(4) 入所者の外出の機会を確保するよう努め
ているか。

養護条例第15条第4項 ・入所者の外出の機会を確保していない。 Ｂ

(1) 入所者が要介護状態となった場合には、
適切に居宅サービス等を受けることが出
来るよう、必要な措置を講じているか。

養護条例第16条 ・入所者が要介護状態となった場合には、適切に居宅サービス等を受
けることが出来るよう、必要な措置を講じていない。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

６　居宅サービス等の利用

５　生活相談等
常に入所者の心身の状況、置かれている
環境等の的確な把握に努め、入所者又は
その家族の相談に適切に応じるととも
に、必要な助言その他の援助を行ってい
るか。

養護条例第15条第1項
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７　生活相談員の責務
(1) 生活相談員は、入所者の処遇計画に沿っ

た支援を行うための必要な調整を行って
いるか。

養護条例第19条第1項 ・生活相談員は、入所者の処遇計画に沿った支援を行うための必要な
調整を行っていない。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

(2) 生活相談員は、次の業務を行っている
か。

養護条例第19条第1項

○ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、
介護予防支援事業、居宅サービス、保健
医療サービス、福祉サービス等サービス
提供関係機関との連携に努めているか。

・入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護予防支援事業、居宅
サービス、保健医療サービス、福祉サービス等サービス提供関係機
関との連携に努めていない。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

○ 苦情の内容等の記録を行っているか。 ・苦情の内容等の記録を行っていない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 苦情の記録に、不十分な点がありました。

○ 事故の状況及び事故に際して採った措置
について、記録しているか。

・事故の状況やその措置について、記録していない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 事故発生時の記録に、不十分な点がありました。

８　入浴
(1) 1週間に2回以上、適切な方法により、入

所者を入浴させ、又は清しきを行ってい
るか。

養護条例第15条第7項 ・基準に沿った入浴等の機会が提供されていない。 Ａ 入浴等の回数が不十分な事例がありました。

９　事故発生時の対応
(1) 事故の発生又はその再発を防止するため

の措置を講じているか。
養護条例第28条第1項
養護条例について第4-18

○ 事故が発生した場合の対応、報告の方法
等が記載された事故発生の防止のための
指針が整備されているか。

・事故発生の防止のための指針（マニュアル等）が整備されていな
い。

Ａ 事故発生防止のための指針が未作成でした。

・事故発生の防止のための指針に盛り込む項目が不足している。 Ｂ
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○ ・発生原因の分析を通した再発防止策を検討していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故の発生した際に改善策の検討が不十分な事例がありまし
た。

・職員へ周知徹底する体制が整備されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故の改善策を周知する体制が不十分でした。

○ 事故発生の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催しているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。

・委員会が定期的に開催されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

○ 職員に対し、事故発生防止のための研修
を定期的に実施しているか。

・研修を定期的に実施していない。（年2回以上）
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

・新規採用時に事故発生の防止の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

○ 事故発生防止等の措置を適切に実施する
ための専任の担当者をおいているか。

・専任の担当者をおいていない。 Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

(2) 速やかに市町村、入所者の家族等に連絡
を行うとともに、必要な措置を講じてい
るか。

養護条例第28条第2項 ・事故が発生した際に市町村への連絡を行っていない（家族への連絡
を行っていない)(必要な措置を講じていない）。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故が発生した際に○○を行っていない事例がありました。

(3) 利用者の事故等の状況が､個別記録等に正
確に記録され､整備されているか。

養護条例第28条第3項、第29条
第2項

・事故等の状況が正確に記録されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生時の記録に、不十分な点がありました。

(4) 事故の発生に至る危険性がある事態が生
じた場合に、ヒヤリ・ハット等を活用し
これらの事実が報告され、事故等の未然
防止の取り組みが行われており、その分
析を通した改善策を職員に周知徹底する
体制を整備しているか。

養護条例第28条第1項 ・未然防止の取組が十分に行われていない。また、職員に改善策の周
知が徹底されていない。

Ｂ

事故が発生した場合又は事故の発生に至
る危険性がある事態が生じた場合に、こ
れらの事実が報告され、その分析を通し
た改善策を職員に周知徹底する体制が整
備されているか。
また、事例の分析に当たっては、介護事
故等の発生時の状況等を分析し、介護事
故等の発生原因、結果等をとりまとめ、
防止策を検討しているか。
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(5) 転落防止､転倒防止等危険箇所のチェック
を定期的に実施しているか。

指導 ・危険箇所のチェック等が十分に行われていない。また、職員に改善
策の周知が徹底されていない。

Ｃ

○ 家具の転倒防止等が行われているか。 指導 ・危険箇所のチェック等が十分に行われていない。 Ｃ

１０　身体的拘束
(1) 入所者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘
束その他入所者の行動を制限する行為
（以下「身体的拘束等」という。）を
行っていないか。

養護条例第13条4項 ・身体的拘束等の実施に際して、十分な検討が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

(2) 緊急やむを得ずに身体的拘束等を行う場
合、その判断や手続は適正に行われてい
るか。

○ 緊急やむを得ない場合に該当するかどう
かの判断は、担当職員個人又は数名で行
うことなく、施設全体として判断してい
るか。

身体的拘束等となる対応を実施する場合に施設全体で十分な検討が
行われていない。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等の行動制限を行う以外に代
替の介護方法を検討しているか。（な
お、やむを得ず行動制限等を行う際に
は、それ以外の方策がなかったか。）

・身体的拘束等を実施する場合、代替策等の検討が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等を行う行為が、一時的であ
り、もっとも短い拘束時間となっている
か。

・一時的な対応となっていない。 Ｂ

○ 入所者本人や家族等に身体的拘束等の内
容、理由、拘束の時間〈時間帯〉、期間
等できる限り詳細に説明しているか。

・身体的拘束等を実施する場合、入所者等への詳細な説明を行ってい
ない。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、入所者等への説明が不十分な事
例がありました。

○ 実際に身体的拘束等を行う場合、常に観
察、再検討を行い、やむを得ない理由等
の把握・改善を図っているか。

・身体的拘束等を実施する場合の観察、検討が十分に行われていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

(3) 身体的拘束等を行う場合に、記録をして
いるか。

○ やむを得ず身体的拘束等を行う場合に
は、その態様及び時間、その際の入所者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録をしているか。

養護条例第13条5項 ・身体的拘束等を実施した際の記録が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、記録が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等に関する説明書、経過観察
記録など適切な記録を作成し、保存して
いるか。

養護条例第29条第2項 ・身体的拘束等を実施する場合の経過や実施記録等が整備されていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、記録が不十分な事例がありまし
た。

養護条例第13条4項

「身体拘束ゼロ作戦」の推進に
ついて（H13.4.6　老発第155
号）

53/74



老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例評価の基準観点（基本的な考え方）

(4) 身体的拘束等の適正化のための措置を講
じているか。

○ 養護条例第13条第6項 ・委員会が定期的に開催されていない。 Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

・委員会の構成メンバーが幅広い職種（施設長、事務長、医師、看護
職員、支援員、生活相談員など）でない。

Ｂ

・職員に周知徹底していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

○ 身体的拘束等の適正化のための指針を整
備しているか。

養護条例第13条第6項 ・身体的拘束等の適正化のための指針（マニュアル等）が整備されて
いない。

Ａ 身体的拘束等の適正化のための指針が未作成でした。

・身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込む項目が不足してい
る。

Ｂ

○ 支援員その他の職員に身体的拘束等の研
修を定期的に提供しているか。

養護条例第13条第6項 ・研修を定期的に実施していない。（年2回以上）
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

・新規採用時に身体的拘束適正化の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

１１　虐待防止
(1) 虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置を講じているか。
養護条例第28条の2
養護条例について第4-19

○ 虐待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、介護職員その他の職員に周知
徹底を図っているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器等を活用して行うことが
できる。

・

・

・

虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していな
い。

委員会の構成メンバーが、施設長を含む幅広い職種ではない。

開催結果が職員に周知徹底されていない。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

身体的拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会を3月に1回以上開催すると
ともに、その結果を職員に周知徹底して
いるか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例評価の基準観点（基本的な考え方）

○ 虐待等が発生した場合の対応方法、相
談・報告体制に関する事項等が記載され
た虐待防止のための指針が整備されてい
るか。

養護条例第28条の2
養護条例について第4-19

・

・

虐待防止のための指針が整備されていない。

虐待防止のための指針に盛り込む項目が不足している。

Ｂ

Ｂ

(2) 介護職員その他の職員に対し、虐待防止
のための研修を定期的に実施している
か。

養護条例第28条の2
養護条例について第4-19
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
律第20条

・

・

研修を定期的に実施していない。（年2回以上）

新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない。

Ｂ

Ｂ

(3) 上記(1)から(3)の措置を適切に実施する
ための専任の担当者をおいているか。

養護条例第28条の2
養護条例について第4-19

・専任の担当者をおいていない。 Ｂ

(4) 高齢者虐待防止等のための措置として、
入所者及びその家族からの苦情の処理の
体制の整備等を実施しているか。

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
律第20条

・高齢者虐待防止等のための措置が講じられていない。
 ・高齢者虐待の定義を職員に周知すること
 ・市町村への通報義務を職員に周知すること
 ・高齢者虐待の早期発見に努めること
 ・利用者や家族からの苦情処理体制の整備等の措置
　 を講じること

Ｂ
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例評価の基準観点（基本的な考え方）

(5) 高齢者虐待若しくは不適切な対応を施設
として発見、把握した際に行政に連絡し
対応しているか。

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
律第21条

・高齢者虐待を受けたと思われる入所（居）者を発見したが、通報を
行っていない。

Ａ 高齢者虐待防止等の取組が不十分でした。

１２　食事
(1) 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好

を考慮した食事を適切な時間に提供して
いるか。

養護条例第14条
養護条例について第4-4

○ 入所者の心身の状況・嗜好に応じて（嗜
好調査、残滓調査、検食等）適切な栄養
量及び内容の食事を提供しているか。

・入所者の要望等が把握されておらず、献立への反映が確認できな
い。

Ｂ

○ あらかじめ作成された献立に従うととも
に、その実施状況を明らかにしている
か。

・献立が作成されていない。 Ａ 献立が未作成でした。

○ 病弱者等に対する献立については､必要に
応じ、医師の指導を受けているか。

・必要に応じて医師等の指導を仰ぐ体制が取れていない。 Ｂ

○ 適切な時間に行われているか。 ・適切な時間に提供されていない。 Ａ 入所者への食事の提供時間に改善すべき点がありました。

(2) 適切な衛生管理に努めているか。

○ 保存食は､提供した食品を献立毎､おやつ
も含め全品2週間以上冷凍保存され、50g
程度採られているか。

・給食原材料（及び調理済食品）の保存が適切に行われていない。
※保存状況によってＢまたは
　現地指導

Ａ 給食原材料（及び調理済食品）の保存に不十分な点がありまし
た。

○ 厨房の汚染作業区域と非汚染作業区域を
明確に区分し､履物や外衣等の交換が行わ
れているか。

・汚染区域等の区分けを明確に行っていない。 Ｂ

○ 給食関係職員については､毎月全員検便
(O-157含む)を実施し、記録の管理もされ
ているか。

・調理担当職員の検便について、検査項目が不足している。 Ｂ

社会福祉施設等における衛生管
理の徹底について（H20.7.7社
援基発第0707001号）
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例評価の基準観点（基本的な考え方）

○ 可能な限り､大量調理施設衛生管理マニュ
アルに沿った衛生管理を実施している
か。

・調理担当職員の検便がまったく実施されていない月がある。 Ａ 調理従事者等の検便が未実施でした。

　

・調理担当職員の検便が毎月実施されていない。 Ｂ

１３　健康管理
(1) 入所時及び毎年定期的に2回以上健康診断

を行っているか。
養護条例第17条 ・入所時及び定期の健康診断が適正に実施されていない。 Ａ 健康診断が実施されていませんでした。

・定期健康診断を年2回実施していない。（回数が不足している場
合。）

Ａ 定期健康診断の回数に不足がありました。

１４　協力病院等
(1) 協力病院を定めているか。 養護条例第24条 ・協力病院が定められてない。 Ａ 協力病院が定められていませんでした。

１５　介護職員によるたんの吸引等の行為
(1) ・介護職員が法令で定められていない行ってはならない医行為を行っ

ていないか。
Ａ 介護職員が行うことのできない医療行為について不適切な取扱

いがありました。

・介護職員が医行為（たんの吸引（及び経管栄養）に限る。）を行っ
ている場合、以下の条件を充たしたうえで行っているか。

　→施設や事業所等として登録特定行為事業者の登録
    を行っているか。

　→(平成28年７月～)自らの事業又はその一環とし
    て、喀痰吸引等（介護福祉士に限る）の実地研修
    を行おうとする者は施設や事業所等として「登録
    喀痰吸引等事業者」の登録を行っているか｡

医師の指示による診療の補助行為（じょ
くそうの処置、インシュリンの投与等）
について医師、保健師、助産師、看護職
員（看護師・准看護師）以外の者が行っ
ていないか。
（介護職員等が実施するたんの吸引、経
管栄養に限っては、一定の条件のもと平
成24年度から医師の指示を下に実施でき
るようになったが要件を充たしたうえで
行っているか。）

社会福祉施設等における衛生管
理について（H9社援第65号）
大量調理マニュアルⅡ-5-(4)②

医師法第17条

保健師助産師看護師法第31条､
第32条

社会福祉士及び介護福祉士法附
則第3条､第20条

社会福祉士及び介護福祉士法第
48条の3

医師法第17条、歯科医師法第17
条及び保健師助産師看護師法第
31条の解釈について（通知）医
政発第0726005号
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例評価の基準観点（基本的な考え方）

　→同一敷地内にあっても施設や事業所等ごとに登録
    を行なわなければならない。

　→「認定特定行為業務従事者認定証」又は「介護福
    祉士登録証」を持った職員が､当該認定証(登録
    証）に記載されている範囲の医療行為のみを行っ
    ているか。

・ （理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
（以下「リハ職」という。）又は臨床工
学技士が実施するたんの吸引等について
も、要件を充たしたうえで行っている
か。）

平成22年4月30日医政発0430第1
号「医療スタッフの協働・連携
によるチーム医療の推進につい
て」

・リハ職又は臨床工学技士がたんの吸引を行う場合、関連通知に基づ
いて、チーム医療が確立された条件下で実施しているか。（登録特
定事業者の登録、認定特定行為業務従事者の認定は不要）

Ｂ

(2) たんの吸引等の行為が適切に行われてい
るか。

・介護職員が医行為（たんの吸引（及び経管栄養）に限る。）を行っ
ている場合、以下の条件を充たしているか｡

Ａ 介護職員が実施するたんの吸引等について不適切な取扱いがあ
りました。

　→施設や事業所等として登録特定行為事業者の登録
    を行っているか。

　→(平成28年７月～)自らの事業又はその一環とし
    て、喀痰吸引等（介護福祉士に限る）の実地研修
    を行おうとする者は施設や事業所等として「登録
    喀痰吸引等事業者」の登録を行っているか｡

　→同一敷地内にあっても施設や事業所等ごとに登録
    を行なわなければならない。

　→「認定特定行為業務従事者認定証」又は「介護福
    祉士登録証」を持った職員が､当該認定証(登録
    証）に記載されている範囲の医療行為のみを行
    なっているか｡

社会福祉士及び介護福祉士法附
則第3条及び第20条

社会福祉士及び介護福祉士法第
48条の3
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅴ　老人福祉施設（養護老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例評価の基準観点（基本的な考え方）

１６　預り金
(1) 預り金等の取扱いは適正に行われている

か。
・①～⑥全てが行われていない。 Ａ 預り金の取扱いに不適切な点がありました。

○ 預り金依頼書が、本人又は親権者、後見
人若しくは代理人から提出されている
か。

・預り金依頼書が適正に管理されていない。 Ｂ

○ 預り金の管理は、個人別となっている
か。

・預り金の管理が個人別となっていない。 Ｂ

○ 現金保管額が高額となっていないか。 ・預り金の現金保管額が必要最小限となっていない。 Ｂ

○ 預金通帳保管者、印鑑保管者がそれぞれ
別々に定められているか。

・預金通帳と印鑑の保管管理を同一の者が行っている。 Ｂ

○ 預り金の収支状況は、施設長により定期
的に点検されているか。

・預り金収支状況の施設長確認が行われていない。 Ｂ

○ 預り金の払出し時は､利用者から払出し依
頼票及び受領書を徴しているか｡また､利
用者から受領印を徴することが困難な場
合は､複数職員立会のもと､授受がなされ
ているか｡

・預り金の取扱い体制に改善すべき点がある。 Ｂ

○ 預り金の収支残高を定期的に利用者又は
家族等に報告しているか。

・利用者等への報告が行われていない。 Ａ 預り金の取扱いに不適切な点がありました。

○ 預り金規程が整備されているか。 ・預り金規程が作成されていない。 Ｂ

○ 預り金規程に基づいた取り扱いとなって
いるか。

・預り金規程に沿った対応になっていない。 Ｂ

(2) 措置対象者の遺留金品等の取扱いが、適
切に行われているか。

○ 利用者が死亡した場合に､実施機関への通
報及び実施機関の指示に基づく遺留金品
の引渡しが、適切になされているか。

・遺留金品等の引渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

社会福祉施設等における利用者
からの預り金について（平成23
年6月30日地域保健福祉部長、
福祉・次世代育成部長通知）
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅵ　老人福祉施設（軽費老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例

Ⅵ　老人福祉施設（軽費老人ホーム）利用者関係
１　基本方針の対応について

(1) 軽費条例第2条 ・基本方針に基づいた適切な対応が全く実施されていない。 Ａ 利用者支援に不適切な面がありました。

・基本方針に基づいた適切な対応になっていない。 Ｂ

２　施設整備
(1) 軽費条例第8条第5項、第6項 ・ブザー等の設備が設けられていない。 Ａ 居室にブザー等がない事例がありました。

・

・

ブザー等の代替策の検討が行われていない。
ブザー等の設置が無い場合アセスメントを記録に残しているか。
※状況によって→Ｂ

Ａ 居室のブザー等の設置が困難な場合、その対応・検討に留意す
べき点がありました。

(2) 軽費条例第8条第5項、第6項 ・共同生活室が確保されていない。 Ａ 共同生活室が確保されていませんでした。

・共同生活室を居室として利用している。 Ｂ

観点（基本的な考え方） 評価の基準

　無料又は低額な料金で、身体機能の低
下等により自立した日常生活を営むこと
について不安があると認められる者で
あって、家族による援助を受けることが
困難なものを入所させ、食事の提供、入
浴等の準備、相談及び援助、社会生活上
の便宜の供与その他の日常生活上必要な
便宜を提供することにより、入所者が安
心して生き生きと明るく生活できるよう
にすることを目指すものでなければなら
ず、入所者の意思及び人格を尊重し、常
にその者の立場に立ってサービスの提供
を行うように努めているか。
　また、地域や家庭との結び付きを重視
した運営を行い、社会福祉事業に関する
熱意及び能力を有する職員による適切な
サービスの提供に努めるとともに、市町
村、老人の福祉を増進することを目的と
する事業を行う者その他の保健医療サー
ビス又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携に努めているか。

居室
緊急の連絡のためのブザー又はこれに代
わる設備を設けているか。

おおむね10室の居室に隣接して設ける共
同生活室（当該居室の入所者が談話室、
娯楽室又は集会室及び食堂として使用す
ることが可能な部屋）を設ける場合
ア　同一区画内の入所者が交流し、共同
  で日常生活を営むための場所としてふ
  さわしい形状としているか。
イ　必要な設備備品を備えているか。
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老人福祉施設指導監査指導基準（ Ⅵ　老人福祉施設（軽費老人ホーム）利用者関係）
根拠法令等 評価 県ホームページ公表文例観点（基本的な考え方） 評価の基準

３　入所申込者等に対する説明等
(1) 軽費条例第9条第1項 ・重要事項を記した文書を交付していない。 Ａ サービスの提供に際して、手続が不備な事例がありました。

・説明を行っていない。 Ａ サービスの提供に際して、手続が不備な事例がありました。

・文書により契約を締結していない。 Ａ サービスの提供に際して、手続が不備な事例がありました。

(2) サービス提供の契約において、入所者の
権利を不当に制限するような契約の解除
に関する事項を定めてはいないか。

軽費条例第9条第2項 ・不当な契約解除の条件が定められている。 Ａ 契約の内容に関して、不備な事例がありました。

４　対象者
(1) 入所者は、次の要件を満たす者としてい

るか。

・ 身体機能の低下等により自立した日常生
活を営むことについて不安があると認め
られる者であって、家族による援助を受
けることが困難な者。

軽費条例第10条第1項第1号

・ 60歳以上の者。ただし、その者の配偶
者、三親等内の親族その他特別な事情に
より当該者と共に入所させることが必要
と認められる者については、この限りで
はない。

軽費条例第10条第1項第2号

５　入退所
(1) 入所予定者の入所に際しては、当該入所

予定者の心身の状況、生活の状況、家庭
の状況等の把握に努めているか。

軽費条例第11条第1項 ・入所予定者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努め
ていない。

Ｂ

(2) 入所者の心身の状況、入所中に提供する
ことができるサービスの内容等に照ら
し、軽費老人ホームにおいて日常生活を
営むことが困難となったと認められる入
所者に対し、当該入所者及びその家族の
希望を十分に勘案し、当該入所者の状態
に適合するサービスに関する情報の提供
を行うとともに、適切な他のサービスを
受けることができるよう必要な援助に努
めているか。

軽費条例第11条第2項 ・必要な援助が行われていない。 Ｂ

(3) 入所者の退所に際しては、居宅サービス
計画又は施設サービス計画（介護保険法
に基づくもの）の作成等の援助に資する
ため、居宅介護支援事業者又は介護保険
施設に対する情報の提供に努めるほか、
その他保健医療サービス又は福祉サービ
スを提供する者との密接な連携に努めて
いるか。

軽費条例第11条第3項 ・入所者の退所に際し、関係機関等と連携を取っていない。 Ｂ

Ａ 入所の判断に際し、不適切な事例がありました。・

サービスの提供の開始に際しては、あら
かじめ、入所申込者又はその家族に対
し、運営規程の概要、職員の勤務の体制
その他の入所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、当該サービス
の提供に関する契約を文書により締結し
ているか。

入所者の要件を満たさない者が入所している。
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６　利用料の受領
(1) 入所者から利用料として、次に掲げる費

用ではない支払いを求めていないか。

【受領できる費用】

軽費条例第13条第1項 ・不適切な支払を求めている。 Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

・ サービスの提供に要する費用（入所者の
所得の状況その他の事情を勘案して徴収
すべき費用として知事が定める額に限
る）

・費用の内訳が明らかにされていない。 Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

・ 生活費（食材料費及び共用部分に係る光
熱水費に限る）

・ 居住に要する費用（前号の光熱水費及び
次号の費用を除く）

・ 居室に係る光熱水費

・ 入所者が選定する特別なサービスの提供
を行ったことに伴い必要となる費用

・ 前記に掲げるもののほか、軽費老人ホー
ムにおいて提供される便宜の内日常生活
においても通常必要となるものに係る費
用であって、入所者に負担させることが
適当と認められるもの

(2) 軽費条例第13条第2項 ・サービスの内容及び費用について、文書を交付し、説明していな
い。

Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

・同意を得ていない。 Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

(3) 生活費は、地域の実情、物価の変動その
他の事情を勘案して知事が定める額を上
限としているか。

軽費条例第13条第3項 ・上限額を超えている。 Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

７　サービス提供の方針
(1) 入所者について、安心して生き生きと明

るく生活できるよう、入所者の心身の状
況及び希望に応じたサービスの提供を行
うとともに、生きがいをもって生活でき
るようにするための機会を適切に提供し
ているか。

軽費条例第14条第1項 ・機会を提供していない。 Ｂ

(2) 入所者に対するサービスの提供に当たっ
ては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はそ
の家族に対し、サービスの提供を行う上
で必要な事項について、理解しやすいよ
うに説明を行っているか。

軽費条例第14条第2項 ・説明を行っていない。 Ａ サービスの提供に当たって、不適切な事例がありました。

利用料を徴収できるサービスの提供にあ
たっては、あらかじめ、入所者又はその
家族に対し、当該サービスの内容及び費
用を記載した文書を交付して説明を行
い、入所者の同意を得ているか。
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８　サービス提供の記録
(1) 提供したサービスの具体的な内容等を記

録しているか。
軽費条例第12条 ・サービスの内容等を記録していない。 Ａ サービス提供の記録が不十分な事例がありました。

９　生活相談等
(1) 常に入所者の心身の状況、置かれている

環境等の的確な把握に努め、入所者又は
その家族に対し、相談に適切に応じると
ともに、必要な助言その他の援助を行っ
ているか。

軽費条例第16条第1項 ・入所者の心身の状況、置かれている環境等を的確に把握していな
い。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

・入所者又はその家族の相談等に適切に応じていない。 Ｂ

(2) 要介護認定の申請等の入所者が日常生活
を営むのに必要な行政機関等に対する手
続きについて、当該入所者又はその家族
が行うことが困難である場合には、当該
入所者の意思を踏まえて速やかに必要な
支援を行っているか。

軽費条例第16条第2項 ・必要な支援を行っていない。 Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

(3) 常に入所者の家族との連携を図るととも
に、当該入所者とその家族との交流等の
機会を確保するよう努めているか。

軽費条例第16条第3項 ・

・

入所者の家族との連携が図られていない。

入所者とその家族との交流等の機会を確保していない。

Ｂ

Ｂ

(4) 入所者の外出の機会を確保するよう努め
ているか。

軽費条例第16条第4項 ・入所者の外出の機会を確保していない。 Ｂ

(5) 入所者からの要望を考慮し、適宜レクリ
エーション行事を実施するよう努めてい
るか。

軽費条例第16条第6項 ・入所者の希望を考慮したレクリエーション行事を実施していない。 Ｂ

１０　居宅サービス等の利用
(1) 入所者が要介護状態等となった場合は、

その心身の状況、置かれている環境等に
応じ、適切に居宅サービス等を受けるこ
とができるよう、必要な援助を行ってい
るか。

軽費条例第17条 ・必要な援助を行っていない。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

１１　生活相談員の責務
(1) 生活相談員は、入所者からの相談に応じ

るほか、適切な助言及び必要な支援を
行っているか。

軽費条例第20条第1項 ・相談、適切な助言、必要な支援を行ていない。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。
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(2) 生活相談員は、次の業務を行っている
か。

軽費条例第20条第1項

○ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、
居宅サービス計画又は介護予防サービス
計画の作成等に資するため、居宅介護支
援事業又は介護予防支援事業を行う者と
の密接な連携を図るほか、居宅サービス
等その他の保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との連携を図って
いるか。

・関係機関等との連携が図られていない。
※状況によって、入所者の安全にかかわるものはＡ、その他はＢ

Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

○ 苦情の内容等の記録を行っているか。 ・苦情の内容等の記録を行っていない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 苦情の記録に、不十分な点がありました。

○ 事故の状況及び当該事故に際して採った
処置についての記録を行っているか。

・事故の状況やその措置について、記録していない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 事故発生時の記録に、不十分な点がありました。

○ 生活相談員が置かれていない軽費老人
ホームにあっては、介護職員が上記の業
務を行っているか。

軽費条例第20条第2項 ・生活相談員のかわりに介護職員が必要な業務を行っていない。 Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

１２　入浴
(1) 2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供

する等の適切な方法により、入所者の清
潔の保持に努めているか。

軽費条例第16条第5項 ・基準に沿った入浴等の機会が提供されていない。 Ａ 入浴等の回数が不十分な事例がありました。

１３　事故発生時の対応
(1) 事故の発生又はその再発を防止するため

の措置を講じているか。
軽費条例第32条
軽費条例について第5-20

○ 事故が発生した場合の対応、報告の方法
等が記載された事故発生の防止のための
指針が整備されているか。

・事故発生の防止のための指針（マニュアル等）が整備されていな
い。

Ａ 事故発生の防止のための指針が未作成でした。

・事故発生の防止のための指針に盛り込む項目が不足している。 Ｂ
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○ ・発生原因の分析を通した再発防止策を検討していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故の発生した際に改善策の検討が不十分な事例がありまし
た。

・職員へ周知徹底する体制が整備されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故の改善策を周知する体制が不十分でした。

○ ・委員会が定期的に開催されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

・委員会の構成メンバーが幅広い職種（施設長、事務長、介護職員、
生活相談員、施設外の安全対策の専門家など）でない。

Ｂ

○ 職員に対し、事故発生防止のための研修
を定期的に実施しているか。

・研修を定期的に実施していない。（年2回以上）
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

・新規採用時に事故発生の防止の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

○ 事故発生防止等の措置を適切に実施する
ための専任の担当者をおいているか。

・専任の担当者をおいていない。 Ａ 事故発生の防止のための取組が不十分でした。

(2) 速やかに知事、入所者の家族等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講じている
か。

軽費条例第32条第2項 ・事故が発生した際に県への連絡を行っていない（家族への連絡を
行っていない)(必要な措置を講じていない）。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故が発生した際に○○を行っていない事例がありました。

(3) 利用者の事故等の状況が､個別記録等に正
確に記録され､整備されているか。

軽費条例第32条第3項 ・事故等の状況が正確に記録されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 事故発生時の記録に、不十分な点がありました。

(4) 事故の発生に至る危険性がある事態が生
じた場合に、ヒヤリ・ハット等を活用し
これらの事実が報告され、事故等の未然
防止の取り組みが行われており、その分
析を通した改善策を職員に周知徹底する
体制を整備しているか。

軽費条例第32条第1項 ・未然防止の取組が十分に行われていない。また、職員に改善策の周
知が徹底されていない。

Ｂ

(5) 転落防止､転倒防止等危険箇所のチェック
を定期的に実施しているか。

指導 ・危険箇所のチェック等が十分に行われていない。また、職員に改善
策の周知が徹底されていない。

Ｃ

○ 家具の転倒防止等が行われているか。 指導 ・危険箇所のチェック等が十分に行われていない。 Ｃ

事故発生の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催しているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。

事故が発生した場合又は事故の発生に至
る危険性がある事態が生じた場合に、こ
れらの事実が報告され、その分析を通し
た改善策を職員に周知徹底する体制が整
備されているか。
また、事例の分析に当たっては、介護事
故等の発生時の状況等を分析し、介護事
故等の発生原因、結果等をとりまとめ、
防止策を検討しているか。
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１４　身体的拘束
(1) 入所者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘
束その他入所者の行動を制限する行為
（以下「身体的拘束等」という。）を
行っていないか。

軽費条例第14条第3項 ・身体的拘束等の実施に際して、十分な検討が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

(2) 緊急やむを得ずに身体的拘束等を行う場
合、その判断や手続は適正に行われてい
るか。

○ 緊急やむを得ない場合に該当するかどう
かの判断は、担当職員個人又は数名で行
うことなく、施設全体として判断してい
るか。

・身体的拘束等となる対応を実施する場合に施設全体で十分な検討が
行われていない。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等の行動制限を行う以外に代
替の介護方法を検討しているか。（な
お、やむを得ず行動制限等を行う際に
は、それ以外の方策がなかったか。）

・身体的拘束等を実施する場合の、代替策等の検討が行われていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等を行う行為が、一時的であ
り、もっとも短い拘束時間となっている
か。

・一時的な対応となっていない。 Ｂ

○ 入所者本人や家族等に身体的拘束等の内
容、理由、拘束の時間〈時間帯〉、期間
等できる限り詳細に説明しているか。

・身体的拘束等を実施する場合、入所者等への詳細な説明を行ってい
ない。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、入所者等への説明が不十分な事
例がありました。

○ 実際に身体的拘束等を行う場合、常に観
察、再検討を行い、やむを得ない理由等
の把握・改善を図っているか。

・身体的拘束等を実施する場合の観察・検討が十分に行われていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、検討が不十分な事例がありまし
た。

(3) 身体的拘束等を行う場合に、記録をして
いるか。

○ やむを得ず身体的拘束等を行う場合に
は、その態様及び時間、その際の入所者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録をしているか。

軽費条例第14条第4項 ・身体的拘束等を実施した際の記録が行われていない。 Ａ 身体的拘束等の実施に際して、記録が不十分な事例がありまし
た。

○ 身体的拘束等に関する説明書、経過観察
記録など適切な記録を作成し、保存して
いるか。

軽費条例第33条第2項 ・身体的拘束等を実施する場合の経過や実施記録等が整備されていな
い。

Ａ 身体的拘束等の実施に際して、記録が不十分な事例がありまし
た。

軽費条例第14条第3項

「身体拘束ゼロ作戦」の推進に
ついて（H13.4.6　老発第155
号）
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(4) 身体的拘束等の適正化のための措置を講
じているか。

○ 軽費条例第14条第5項 ・委員会が定期的に開催されていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

・委員会の構成メンバーが幅広い職種（施設長、事務長、介護職員、
生活相談員など）でない。

Ｂ

・職員に周知徹底していない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

○ 身体的拘束等の適正化のための指針を整
備しているか。

軽費条例第14条第5項 ・身体的拘束等の適正化のための指針（マニュアル等）が整備されて
いない。

Ａ 身体的拘束等の適正化のための指針が未作成でした。

・身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込む項目が不足してい
る。

Ｂ

○ 介護職員その他の職員に身体的拘束等の
研修を定期的に提供しているか。

軽費条例第14条第5項 ・研修を定期的に実施していない。（年2回以上）
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

・新規採用時に身体的拘束適正化の研修を行っていない。
※状況によって→Ｂ

Ａ 身体的拘束等の適正化のための施設の取組が不十分でした。

１５　虐待防止

(1) 虐待の発生又はその再発を防止するため
の措置を講じているか。

軽費条例第32条の2
軽費条例について第5-21

○ 虐待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、介護職員その他の職員に周知
徹底を図っているか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器等を活用して行うことが
できる。

・

・

・

虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していな
い。

委員会の構成メンバーが、施設長を含む幅広い職種ではない。

開催結果が職員に周知徹底されていない。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

身体的拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会を3月に1回以上開催すると
ともに、その結果を職員に周知徹底して
いるか。
なお、委員会は、テレビ電話装置その他
の情報通信機器を活用して行うことがで
きる。
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○ 虐待等が発生した場合の対応方法、相
談・報告体制に関する事項等が記載され
た虐待防止のための指針が整備されてい
るか。

軽費条例第32条の2
軽費条例について第5-21

・

・

虐待防止のための指針が整備されていない。

虐待防止のための指針に盛り込む項目が不足している。

Ｂ

Ｂ

(2) 介護職員その他の職員に対し、虐待防止
のための研修を定期的に実施している
か。

軽費条例第32条の2
軽費条例について第5-21
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
律第20条

・

・

研修を定期的に実施していない。（年2回以上）

新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない。

Ｂ

Ｂ

(3) 上記(1)から(3)の措置を適切に実施する
ための専任の担当者をおいているか。

軽費条例第32条の2
軽費条例について第5-21

・専任の担当者をおいていない。 Ｂ

(4) 高齢者虐待防止等のための措置として、
入所者及びその家族からの苦情の処理の
体制の整備等を実施しているか。

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
律第20条

・高齢者虐待防止等のための措置が講じられていない。
 ・高齢者虐待の定義を職員に周知すること
 ・市町村への通報義務を職員に周知すること
 ・高齢者虐待の早期発見に努めること
 ・利用者や家族からの苦情処理体制の整備等の措置を
   講じること

Ｂ

(5) 高齢者虐待若しくは不適切な対応を施設
として発見、把握した際に行政に連絡し
対応しているか。

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
律第21条

・高齢者虐待を受けたと思われる入所（居）者を発見したが、通報を
行っていない。

Ａ 高齢者虐待防止等の取組が不十分でした。
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１６　食事
(1) 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好

を考慮した食事を適切な時間に提供して
いるか。

軽費条例第15条
軽費条例について第5-5

○ 入所者の心身の状況・嗜好に応じて（嗜
好調査、残滓調査、検食等）適切な栄養
量及び内容の食事を提供しているか。

・入所者の要望等が把握されておらず、献立への反映が確認できな
い。

Ｂ

○ あらかじめ作成された献立に従うととも
に、その実施状況を明らかにしている
か。

・献立が作成されていない。 Ａ 献立が未作成でした。

○ 病弱者等に対する献立については､必要に
応じ、協力医療機関等の医師の指導を受
けているか。

・必要に応じて医師等の指導を仰ぐ体制が取れていない。 Ｂ

○ 適切な時間に行われているか。 ・適切な時間に提供されていない。 Ａ 入所者への食事の提供時間に改善すべき点がありました。

(2) 適切な衛生管理に努めているか。

○ 保存食は､提供した食品を献立毎､おやつ
も含め全品2週間以上冷凍保存され、50g
程度採られているか。

・給食原材料（及び調理済食品）の保存が適切に行われていない。
※保存状況によってＢまたは
　現地指導

Ａ 給食原材料（及び調理済食品）の保存に不十分な点がありまし
た。

○ 厨房の汚染作業区域と非汚染作業区域を
明確に区分し､履物や外衣等の交換が行わ
れているか。

・汚染区域等の区分けを明確に行っていない。 Ｂ

○ 給食関係職員については､毎月全員検便
(O-157含む)を実施し、記録の管理もされ
ているか。

・調理担当職員の検便について、検査項目が不足している。 Ｂ

○ ・調理担当職員の検便が全く実施されていない月がある。 Ａ

・調理担当職員の検便が毎月実施されていない。 Ｂ

１７　健康の保持
(1) 入所者について、定期的に健康診断を受

ける機会を提供しているか。
軽費条例第18条第1項 ・定期的に健康診断を受ける機会を提供していない。 Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

(2) 入所者について、健康の保持に努めてい
るか。

軽費条例第18条第2項 ・健康保持に努めていない。 Ｂ

１８　協力医療機関等
(1) 入所者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、協力医療機関を定めている
か。

軽費条例第26条第1項 ・協力医療機関を定めていない。 Ａ 協力医療機関が定められていませんでした。

社会福祉施設等における衛生管
理について（H9社援第65号）
大量調理マニュアルⅡ-5-(4)②

可能な限り､大量調理施設衛生管理マニュ
アルに沿った衛生管理を実施している
か。

社会福祉施設等における衛生管
理の徹底について（H20.7.7社
援基発第0707001号）
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１９　介護職員によるたんの吸引等の行為
(1) ・介護職員が法令で定められていない行ってはならない医行為を行っ

ていないか。
Ａ 介護職員が行うことのできない医療行為について不適切な取扱

いがありました。

・介護職員が医行為（たんの吸引（及び経管栄養）に限る。）を行っ
ている場合、以下の条件を充たしたうえで行っているか。

　→施設や事業所等として登録特定行為事業者の登録
    を行っているか。

　→(平成28年７月～)自らの事業又はその一環とし
    て、喀痰吸引等（介護福祉士に限る）の実地研修
    を行おうとする者は施設や事業所等として「登録
    喀痰吸引等事業者」の登録を行っているか｡

　→同一敷地内にあっても施設や事業所等ごとに登録
    を行なわなければならない。

　→「認定特定行為業務従事者認定証」又は「介護福
    祉士登録証」を持った職員が､当該認定証(登録
    証）に記載されている範囲の医療行為のみを行っ
    ているか。

・ （理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
（以下「リハ職」という。）又は臨床工
学技士が実施するたんの吸引等について
も、要件を充たしたうえで行っている
か。）

平成22年4月30日医政発0430第1
号「医療スタッフの協働・連携
によるチーム医療の推進につい
て」

・リハ職又は臨床工学技士がたんの吸引を行う場合、関連通知に基づ
いて、チーム医療が確立された条件下で実施しているか。（登録特
定事業者の登録、認定特定行為業務従事者の認定は不要）

Ｂ

医師の指示による診療の補助行為（じょ
くそうの処置、インシュリンの投与等）
について医師、保健師、助産師、看護職
員（看護師・准看護師）以外の者が行っ
ていないか。
（介護職員等が実施するたんの吸引、経
管栄養に限っては、一定の条件のもと平
成24年度から医師の指示を下に実施でき
るようになったが要件を充たしたうえで
行っているか。）

医師法第17条

保健師助産師看護師法第31条、
第32条

社会福祉士及び介護福祉士法附
則第3条、第20条

社会福祉士及び介護福祉士法第
48条の3

医師法第17条、歯科医師法第17
条及び保健師助産師看護師法第
31条の解釈について（通知）医
政発第0726005号
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(2) たんの吸引等の行為が適切に行われてい
るか。

・介護職員が医行為（たんの吸引（及び経管栄養）に限る。）を行っ
ている場合、以下の条件を充たしているか｡

Ａ 介護職員が実施するたんの吸引等について不適切な取扱いがあ
りました。

　→施設や事業所等として登録特定行為事業者の登録
    を行っているか。

　→(平成28年７月～)自らの事業又はその一環とし
    て、喀痰吸引等（介護福祉士に限る）の実地研修
    を行おうとする者は施設や事業所等として「登録
    喀痰吸引等事業者」の登録を行っているか｡

　→同一敷地内にあっても施設や事業所等ごとに登録
    を行なわなければならない。

　→「認定特定行為業務従事者認定証」又は「介護福
    祉士登録証」を持った職員が､当該認定証(登録
    証）に記載されている範囲の医療行為のみを行
    なっているか｡

２０　預り金
(1) 預り金等の取扱いは適正に行われている

か。
・①～⑥全てが行われていない。 Ａ 預り金の取扱いに不適切な点がありました。

○ 預り金依頼書が、本人又は親権者、後見
人若しくは代理人から提出されている
か。

・預り金依頼書が適正に管理されていない。 Ｂ

○ 預り金の管理は、個人別となっている
か。

・預り金の管理が個人別となっていない。 Ｂ

○ 現金保管額が高額となっていないか。 ・預り金の現金保管額が必要最小限となっていない。 Ｂ

○ 預金通帳保管者、印鑑保管者がそれぞれ
別々に定められているか。

・預金通帳と印鑑の保管管理を同一の者が行っている。 Ｂ

○ 預り金の収支状況は、施設長により定期
的に点検されているか。

・預り金収支状況の施設長確認が行われていない。 Ｂ

○ 預り金の払出し時は､利用者から払出し依
頼票及び受領書を徴しているか｡また､利
用者から受領印を徴することが困難な場
合は､複数職員立会のもと､授受がなされ
ているか｡

・預り金の取扱い体制に改善すべき点がある。 Ｂ

社会福祉施設等における利用者
からの預り金について（平成23
年6月30日地域保健福祉部長、
福祉・次世代育成部長通知）

社会福祉士及び介護福祉士法附
則第3条及び第20条

社会福祉士及び介護福祉士法第
48条の3
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○ 預り金の収支残高を定期的に利用者又は
家族等に報告しているか。

・利用者等への報告が行われていない。 Ａ 預り金の取扱いに不適切な点がありました。

○ 預り金規程が整備されているか。 ・預り金規程が作成されていない。 Ｂ

○ 預り金規程に基づいた取り扱いとなって
いるか。

・預り金規程に沿った対応になっていない。 Ｂ

(2) 入所者の遺留金品等の取扱が、適切に行
われているか。

・遺留金品等の引き渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 入所者が死亡した場合に、速やかに家族
等に連絡する体制ができているか。

・遺留金品等の引き渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 遺留金品の処分は、家族等から書面によ
る依頼等がある場合を除き行われていな
いか。

・遺留金品等の引き渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 身寄りのない方の場合､法定管財人を選定
する等の手続をとっているか。

・遺留金品等の引き渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

○ 遺留金品の引き渡しを行った場合、通帳
等証書類の写しを保存し適切な処理を客
観的に説明できるようにしているか｡

・遺留金品等の引き渡しに改善すべき点がある。 Ｂ

経過的軽費老人ホーム

１　経過措置
(1) 軽費省令の施行の際現に存した軽費老人

ホーム（平成20年6月1日以前のもの。た
だし、施行後に増築され、又は全面的に
改築された部分を除く）のうち、次号に
該当するものとして知事が指定するもの
については、本則の規定にかかわらず、
次項から附則第25項までに定めるところ
による。

軽費条例附則第2項

・ 軽費老人ホームＡ型

【軽費老人ホームＡ型】

２　基本方針の対応について
(1) 　無料又は低額な料金で、高齢等のため

独立して生活するには不安があると認め
られる者を入所させ、食事の提供、入浴
等の準備、相談及び援助、健康管理、社
会生活上の便宜の供与その他の日常生活
上必要な便宜を提供することにより、入
所者が安心して生き生きと明るく生活で

軽費条例附則第3,4,5項 ・

・

基本方針に基づいた適切な対応が全く実施されていない。

基本方針に基づいた適切な対応になっていない。

Ａ
　

Ｂ

利用者支援に不適切な面がありました。
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きるようにすることを目指すものでなけ
ればならず、入所者の意思及び人格を尊
重し、常に入所者の立場に立ってサービ
スの提供を行うように努めているか。
　また、地域及び家庭との結び付きを重
視した運営を行い、社会福祉事業に関す
る熱意及び能力を有する職員による適切
なサービスの提供に努めるとともに、市
町村、老人の福祉を増進することを目的
とする事業を行う者その他の保健医療
サービス又は福祉サービスを提供する者
との密接な連携に努めているか。

３　利用料の受領
(1) 入所者から利用料として、次に掲げる費

用ではない支払いを求めていないか。

【受領できる費用】

軽費条例附則第20項 ・不適切な支払を求めている。 Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

・ サービスの提供に要する費用（入所者の
所得の状況その他の事情を勘案して徴収
すべき費用として知事が定める額に限
る）

・費用の内訳が明らかにされていない。 Ａ 利用料の徴収について改善すべき点がありました。

・ 生活費（食材料費及び共用部分に係る光
熱水費に限る）

・ 居室に係る光熱水費

・ 入所者が選定する特別なサービスの提供
を行ったことに伴い必要となる費用

・ 前記に掲げるもののほか、日常生活にお
いても通常必要となるものに係る費用で
あって、入所者に負担させることが適当
と認められるもの

４　健康管理
(1) 入所者について、入所時の健康診断及び1

年に2回以上の定期の健康診断を行ってい
るか。

軽費条例附則第21項 ・入所時及び定期の健康診断が適正に実施していない（未実施の事例
があった）。

Ａ 入所時(及び年に2回以上の定期)健康診断が未実施でした(未実
施の事例がありました。）

・定期健康診断を年2回実施していない。（回数が不足している場
合）

Ａ 定期健康診断の回数に不足がありました。
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５　生活相談員の責務
(1) 生活相談員は、入所者からの相談に応じ

るほか、適切な助言及び必要な支援を行
うとともに、以下の業務を行っている
か。

軽費条例附則第22項

○ 入所者の居宅サービス等の利用に際し、
居宅サービス計画又は介護予防サービス
計画の作成等に資するため、居宅介護支
援事業又は介護予防支援事業を行う者と
の密接な連携を図るほか、居宅サービス
等その他の保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との連携を図って
いるか。

・関係機関等との連携が図られていない。 Ｂ

○ 苦情の内容等の記録を行っているか。 ・苦情の内容等の記録を行っていない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 苦情の記録に、不十分な点がありました。

○ 事故の状況及び事故に際して採った処置
についての記録を行っているか。

・事故の状況やその措置について、記録していない。
※不十分な場合はＢ

Ａ 事故発生時の記録に、不十分な点がありました。

(2) 主任生活相談員は、前記の業務のほか、
軽費老人ホームＡ型への入所に際しての
調整及び他の生活相談員に対する技術指
導等の内容の管理を行っているか。

軽費条例附則第23項 ・主任生活相談員が必要な業務を行っていない。 Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。

(3) 主任生活相談員が置かれていない軽費老
人ホームＡ型にあっては、生活相談員又
は主任介護職員が、生活相談員及び主任
介護職員が置かれていない場合は介護職
員が、前記の業務を行っているか。

軽費条例附則第24項 ・職員が必要な業務を行っていない Ａ 入所者への対応について、不適切な事例がありました。
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