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・平成28年8月の台風10号による被害を踏まえ策定
○「⽔防法等の⼀部を改正する法律（平成29年法律第31号）」施⾏

『⽔防法』及び『土砂災害防止法』
平成29年6月19日改正

要配慮者利⽤施設の
避難体制の強化を図るため
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＜要配慮者利⽤施設の避難計画に係る参考情報のサイト①＞

【水害関係】
・ 掲載場所︓国⼟交通省ホームページ

→「政策・法令・予算」
→「政策情報・分野別⼀覧」中の「水管理・国⼟保全」
→「防災」
→「防災」中の「災害から⾝を守るために事前に知っておくべき知識」中の

「風水害」中の
「⾃衛水防（地下街等、要配慮者利⽤施設、⼤規模⼯場での対策等）」

→「要配慮者利⽤施設の浸水対策」
URL︓http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
※今後国⼟交通省HP 更新の関係で上記リンクが変わる可能性があります。

・掲載内容︓
� 水防法・⼟砂災害防止法の改正に係るパンフレット
� 要配慮者利⽤施設における避難確保計画作成の⼿引き
� 要配慮者利⽤施設における避難確保計画作成の⼿引き別冊
� 避難確保計画のひな形
� 水害・⼟砂災害に係る要配慮者利⽤施設における避難計画点検マニュアル
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＜要配慮者利⽤施設の避難計画に係る参考情報のサイト②＞

【⼟砂災害関係】
・ 掲載場所︓国⼟交通省ホームページ

→「政策・法令・予算」
→「（２）政策情報・分野別⼀覧」中の「水管理・国⼟保全」
→「砂防」
→「［4］⼟砂災害を知る・学ぶ・伝える」中の

「警戒避難体制の構築」
URL︓http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.html
※今後国⼟交通省HP 更新の関係で上記リンクが変わる可能性があります。

・掲載内容︓
� 要配慮者利⽤施設管理者のための⼟砂災害に関する避難確保計画作成の⼿引き

（⼿引き、作成例、チェックリスト）
� 【避難確保計画作成例wordファイル】
� 水害・⼟砂災害に係る要配慮者利⽤施設における避難計画点検マニュアル
� 要配慮者利⽤施設における避難に関する計画作成の事例集（水害・⼟砂災害）

（内閣府ＨＰへのリンク）
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（参照元︓国⼟交通省HP「要配慮者利⽤施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット」（平成29年６月作成））
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（参照元︓国⼟交通省HP「要配慮者利⽤施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット」（平成29年６月作成））7



平成29年5月に以下のとおり入居・通所系事業所に対して依頼し、提供いただいた社会福祉施設等の緊急連絡
先等について、変更等があれば、同様式を活⽤の上、改めてご提供をお願いいたします。

●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について

（平成２９年５月８⽇付け⻘⾼保第２７２号 依頼文書 添付様式）
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○平成３１年３月２９日に内閣府策定の
「避難勧告等に関するガイドライン」が改定

●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について
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●災害時防災情報について

避難勧告等の発令について、住⺠等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報
を５段階の警戒レベルにより提供し、とるべき⾏動の対応が明確化

警戒レベル 避難⾏動等 避難情報等
警戒レベル５ 既に災害が発生している状況です。

命を守るための最善の⾏動をとりましょう。
災害発生情報
（市町村が発令）

警戒レベル４
（全員避難）

速やかに避難策へ避難しましょう。
公的な避難場所への移動が危険な場合は、近くの安全な
場所や、⾃宅等のより安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）
（市町村が発令）

警戒レベル３
（⾼齢者等は避難）

避難に時間を要する人（ご⾼齢の方等）とその支援者は
避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整えま
しょう。

避難準備・⾼齢者等避難開始
（市町村が発令）

警戒レベル２ 避難に備え、ハザードマップ等により、⾃らの避難⾏動
を確認しましょう。

洪水注意報
⼤雨注意報等
（気象庁が発表）

警戒レベル1 災害への心構えを⾼めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）

※各種の情報は、警戒レベル１〜５の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。



●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について
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●防災気象情報と警戒レベル相当情報の関係
様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活⽤する情報について、警戒レベル相

当情報として、警戒レベルとの関連を明確化

警戒レベル 避難⾏動等 避難情報等

参考となる情報
（警戒レベル相当情報）
洪⽔に

関する情報
土砂災害に
関する情報

警戒レベル５ 既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の⾏動をとりましょ
う。

災害発生情報
（市町村が発令）

氾濫発生情報 ⼤雨特別警報
（⼟砂災害）

警戒レベル４ 速やかに避難策へ避難しましょう。
公的な避難場所への移動が危険な場合は、
近くの安全な場所や、⾃宅等のより安全
な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）
（市町村が発令）

氾濫危険情報 ⼟砂災害警戒
情報

警戒レベル３ 避難に時間を要する人（ご⾼齢の方等）
とその支援者は避難をしましょう。その
他の人は、避難の準備を整えましょう。

避難準備・⾼齢者等避難開始
（市町村が発令）

氾濫警戒情報
洪水警報

⼤雨警報
（⼟砂災害）

警戒レベル２ 避難に備え、ハザードマップ等により、
⾃らの避難⾏動を確認しましょう。

洪水注意報
⼤雨注意報等
（気象庁が発表）

氾濫注意情報

警戒レベル1 災害への心構えを⾼めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）



＜要配慮者利⽤施設の避難等に係る参考情報のサイト＞

内閣府（防災）のホームページ
○「避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成３１年３月２９⽇）」

URL︓
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html
※ 今後、内閣府HP 更新の関係で上記リンクが変わる可能性があります。

・掲載内容
� 避難勧告に関するガイドラインの改定〜警戒レベルの運⽤等について〜
� 警戒レベルに関する映像資料
� 警戒レベルに関するチラシ
� 避難勧告等に関するガイドライン①、②
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介護サービス情報公表制度の
報告等について

青森県健康福祉部高齢福祉保険課

令和元年度
介護集団指導
資料５－２



１ 介護サービス情報公表制度の報告について
（１）報告の対象となる事業者

①基準日（毎年1月1日）前の1年間（令和元年度は平成30年1月1日〜
平成30年12月31日）において介護報酬（利⽤者負担含む）の⽀払いを
受けた⾦額が100万円を超える事業者

②基準日以降に新たに介護サービスを提供しようとする事業者（新規指定）
③任意で公表を申し出た事業者
※居宅療養管理指導等、⼀部対象外サービスあり。

報告対象の事業所（①、②）は、毎年１回報告が必要です。
○報告をしない場合や虚偽の報告をした場合

（法第115条の35第4項〜第7項）
都道府県知事が、
・報告、是正を命ずることができる。
・さらに従わない場合は、指定権者（県、市町村）が、
指定、許可を取り消し、若しくは停止することができる。
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（参考）介護保険法

第115条の35 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事
業者、指定居宅介護⽀援事業者、指定介護⽼⼈福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域
密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防⽀援事業者の指定⼜は介護⽼⼈保健施設若し
くは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問⼊浴介護その他の厚⽣労働省令で定めるサービス（以
下「介護サービス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚⽣労働省令で定めるときは、政令で定め
るところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報（介護サービスの内容及
び介護サービスを提供する事業者⼜は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利⽤し、⼜
は利⽤しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利⽤する機会を確保するために公表
されることが必要なものとして厚⽣労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービス
を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければ
ならない。

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該
報告の内容を公表しなければならない。

３ 都道府県知事は、第⼀項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告
をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚⽣労働省令で定めるものについて、調査を
⾏うことができる。
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１ 介護サービス情報公表制度の報告について

６〜７月

• 県は「介護サービス情報に係る報告、調査及び情報公表計画」を策定。
• 県ホームページで計画を公表（報告対象事業所やスケジュールを掲載）。

7月〜12月

• 月毎に報告対象サービスを定め、順次報告開始。
• 報告期限の前月中旬に、「社会福祉法⼈⻘森県社会福祉協議会介護サービス情報公表
センター（以下、この資料中では「県社協」とする。）」から事業所あてに報告依頼文書送付。

• 事業所は、報告期限（対象月の月末）までに「介護サービス情報報告システム」で報告。
• 事業所は、報告期限と同日までに、県⾼齢福祉保険課へ⼿数料を納付。
• 県と県社協は、報告や⼿数料の納付状況を確認し、事業所報告期限の翌々月に公表。

（２）報告の年間スケジュール（継続事業所の場合）
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１ 介護サービス情報公表制度の報告について
（３）報告の留意事項
システム報告の際は、記載内容に間違いがないかよく確認してから報告してください。

○従業員の数とサービス提供時間で、記載誤りと考えられるものが⾒られるので、
よく確認してください。

（誤りの例）
・職員１⼈当たりの１か月サービス提供時間数が「1,200時間」など、
勤務が不可能な時間が記載されている。
・訪問介護員５⼈に対し、１か月のサービス提供時間が「40,000時間」など、
勤務時間と職員の⼈数から、はるかに多い時間が記載されている。

○⼊⼒時にエラーが表示された項目については、内容を再度確認してください。
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２ 介護サービス情報公表制度の⼿数料について
（１）⼿数料の⾦額
事業者の皆様には、情報公表及び調査に際して「⻘森県介護保険法関係⼿数
料の徴収等に関する条例」に定める以下の⼿数料を納付していただきます。

○ 公表⼿数料 4,000円（報告対象となった全事業者が納付）
○ 調査⼿数料 21,000円（調査を希望する事業者が納付）

（２）⼿数料の納付方法
県証紙売りさばき⼈から県証紙を購⼊の上、県社協からの報告依頼文書に同

封の「介護サービス情報公表に係る⼿数料について」と記載されたちょう付⽤紙に
貼り付け、県⾼齢福祉保険課へ郵送等により納付してください。
なお、県証紙は収入印紙とは異なりますので、くれぐれもご注意ください。
※⼿数料の納付期限
○ 公表⼿数料‥計画に定める報告期限まで
○ 調査⼿数料‥調査申込をする時

（３）⼿数料の納付先 ※県社協ではありません
⻘森県⾼齢福祉保険課 介護事業者グループ

住所 〒030-8570 ⻘森市⻑島1-1-1 （県庁北棟6階）
電話 017-734-9299
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6

代表者職氏名は、代表
取締役や理事⻑を記⼊。
施設⻑や担当者名では
ありません。

指定を受けた際の
正式名称と事業所
番号を記⼊

⻘森県収⼊証紙を
のり付け
収⼊印紙ではありません。
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社会福祉施設等における
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発生時の報告について

青森県健康福祉部高齢福祉保険課

令和元年度
介護集団指導
資料５－３



「社会福祉施設等における事故発⽣時の報告取扱要領」に基づき、

東⻘地域県⺠局地域健康福祉部福祉総室（東地方福祉事務所）監査指導課

に速やかに報告してください。
＜報告先＞
〒030-0861
⻘森市⻑島⼆丁目10-3 ⻘森フコク⽣命ビル5階

東⻘地域県⺠局 地域健康福祉部 福祉総室 監査指導課
電話︓017-734-9275、017-734-9953
FAX︓017-734-8306 

＜社会福祉施設等において利⽤者に対するサービスの提供により
事故・不祥事案及び感染症等が発⽣した場合＞
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○⽼⼈福祉施設等

・養護⽼⼈ホーム
・軽費⽼⼈ホーム
・⽣活支援ハウス
・⽼⼈福祉センター
・有料⽼⼈ホーム

＜報告の対象となる社会福祉施設等＞

○介護保険施設・事業所

・介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム）
（※定員29⼈以下の地域密着型介護⽼⼈福祉施設を除く。）

・介護⽼⼈保健施設
・介護療養型医療施設（介護医療院）
・居宅サービス事業所等
・介護予防サービス事業所等

※県が所管する施設・事業所等に係る事故等に限ります。
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○次に該当する事故・不祥事案及び感染症等が発⽣した場合、
直ちに電話又はFAX等により第⼀報を⾏うこと

（１）利⽤者の負傷⼜は死亡事故その他重⼤な⼈⾝事故の発⽣
※１ 施設内における事故のほか、送迎・通院等の間の事故を含む。
※２ 負傷の程度については、外部の医療機関で受診（⼊院程度）を要したもの及び後遺障害が残る可能性があるものとする。
※３ 施設側の過誤、過失の有無は問わない。
※４ 利⽤者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に係る疑義により家族とトラブルになったときは報告すること。

（２）食中毒及び感染症の発⽣
ア 同⼀の感染症若しくは食中毒⼜はそれらによると疑われる死亡者⼜は重篤患者が１週間内に２名以上発⽣した場合
イ 同⼀の感染症若しくは食中毒の患者⼜はそれらが疑われる者が１０名以上⼜は全利⽤者の半数以上発⽣した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発⽣動向を上回る感染症等の発⽣が疑われ、施設⻑が特に報告を必要と認めた場合
※１ 関連する法令に定める届出義務がある場合は、これに従うとともに、当該要領にも従い報告すること。
※２ 感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第６条第１項に定める感染症のうち、５類感染症

以外のものとする。
ただし、５類感染症であっても、インフルエンザ⼜は感染性胃腸炎が施設⼜は事業所内に蔓延する等の状態になった場合には、報
告すること。

（３）職員（従業員）の法令違反、不祥事案等の発⽣
※ 利⽤者からの預り⾦の横領、⼊所者への虐待など利⽤者の処遇に影響のあるものについては、報告すること。

（４）その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案の発⽣
※ 利⽤者の無断外出等による⾏⽅不明者の発⽣等利⽤者の⽣命、⾝体に重⼤な結果を⽣じるおそれがある事案が発⽣している場

合等は報告すること。

＜報告の範囲＞
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別紙２「社会福祉施設等事故・不祥事案報告書」
を標準とする。

※食中毒及び感染症の発⽣については、
別紙３「社会福祉施設等感染症等発⽣報告書」を標準とする。

＜報告の書式＞
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介護サービス事業者の
業務管理体制の整備に
係る届出等ついて

青森県健康福祉部高齢福祉保険課

令和元年度
介護集団指導
資料５−４



業務管理
体制
の整備

法令遵守
（コンプラ
イアンス）
体制の構築

介護保険法が求める
法令遵守（コンプライアンス）

介護保険法 一般的

「業務管理体制（法令等遵守態勢）確認検査の実施に当たっての考え方〈解説書〉」
（株式会社浜銀総合研究所）より https://www.yokohama-ri.co.jp/rouzin_hoken28/pdf/kaisetsu.pdf 23



介護保険法が求める
法令遵守（コンプライアンス）

組織として「やろう」
と決めたことを守る

法令等において定められた
ことを守る

「やってはならないこと」
をやらない

「業務管理体制（法令等遵守態勢）確認検査の実施に当たっての考え方〈解説書〉」
（株式会社浜銀総合研究所）より https://www.yokohama-ri.co.jp/rouzin_hoken28/pdf/kaisetsu.pdf 24



法令等遵守態勢の概念図

方針の
策定

規程・
体制の
整備

評価・
改善

法令遵守責任者
の選任

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守に
係る監査

【事業者自らの取り組み】 【法令による義務付け】
25



業務管理体制の整備

法令遵守責任者
の選任

以上

法令遵守責任者
の選任

法令遵守責任者
の選任

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守に
係る監査

未満未満

【業務管理体制整備の内容】

指定又は許可を受けている事業所数
（みなし事業所を除く）
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業務管理体制の届出について
【事業所等の数え方】
�事業所等の数については、その指定を受けた
サービス種別ごとに１事業所と数える。

�事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援
事業所を含むが、みなし事業所は除く。

（「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サー
ビスについて、健康保険法による保険医療機関又
は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の
指定があったとみなされている事業所のこと。）

�総合事業における介護予防・生活支援サービス
事業は、事業所等の数から除く。

27



業務管理体制の届出先
区分 届出先

① 指定事業所が三以上の地方厚生局
管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

② 指定事業所が二以上の都道府県に
所在し、かつ、二以下の地方厚生局
管轄区域に所在する事業者

主たる事務所
の所在地の都
道府県知事

③ 指定事業所は同一指定都市内
にのみ所在する事業者

指定都市の⻑

④ 地域密着型サービス（予防含む）
のみを行う事業者で、指定事業所は
同一市町村内のみに所在する事業者

③を除く
市町村

⑤ ①から④以外の事業者 都道府県知事
28



業務管理体制の届出先
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業務管理体制の届出（様式）

⻘森県ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_gyoumukanritaisei_seibi_tou.html)に掲載 30



業務管理体制のホームページ

⻘森県ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_gyoumukanritaisei_seibi_tou.html） 31



業務管理体制のホームページ
【届出内容の掲載】
県に届出された内容
は一覧表で県ホーム
ページに掲載
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業務管理体制確認検査
検査の視点
・事業者の規模等に応じた適切な業務管理体制
が整備されているか。

・指定事業所の指定取消処分相当事案発覚の
場合の組織的関与の有無を検証。

問題点については、事業者自ら改善を図るよう
に意識付け。

必要に応じ行政上の措置
33



業務管理体制確認検査
検査の種類
・一般検査
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況

を確認するために定期的に実施する。

・特別検査
指定介護サービス事業所等の指定等取消処分

相当事案が発覚した場合に実施する。
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