
Q．なぜ、インターネットで公表するのか？  

○全ての事業者の膨大な情報を公表する。  
○利用者の比較検討に供する。  
○事業者に公平な公表機会を供する。  

○ 将来の高齢社会に備える。  

報告■調査・情報公表の計画的実施  
t情報公表を  業所の報告・調査   ○ 全国14万以上の事   

円滑に行う  

→毎年、都道府県ごとに計画を定めて実施  

1計画の基準日  

2 計画の期間  

3報告対象事業所の名称  

4報告の提出先及び期限  

5▼調査月  

6指定調査機関の名称  

7情報公表月  

8 その他  
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「基本情報」の概要  

（介護老人福祉施設の例）  

項   主 な 内 容   

運営法人蘭係   法人名・種類、所在地、連絡先、代表者名、設立日、  

他に実施する介護サービス   

施設関係   施設名、所在地、連絡先、指定番号、管理者名■職  
名、指定日、交通手段   

従業者園係   職種別（常勤・非常勤別）人数、勤務時間、資格、  

従業者1人当たり利用者数、夜勤体制、嘱託医、  

従業者の業務経験年数、健康診断実施状況 等   

サービス内容関係  運営方針、介護報酬加算サービス、提供実績、  

施設・設備状況、苦情窓口、損害賠償、特色 等   

加点料金酪係   食責、居住費、特別居室責、特別食費、  

理美容代、日常生活費 等   

事業所からの基本情報の報告例（抜粋）  

（介護サービスの内容に関する事項）  （施設に関する事項）  

施恵み名称 介護老人福祉施設  

0000   

施設の所在地  〒123－4567  

00県ロロ市△△町8－9－0   

施簸め連絡尭  電話000－000－0000  

▲   l●■ ●●l ●●●l   

重度イヒ対鹿（：介轟報酬ゐ  鮎）  あり   

和衷）の有無 

栄養マネシソントの夷施（介・  なし  ㊦   

軍報酬の加算ゆ 

看取り介準の兵施（介護  なし  毎少   

報酬の加算） 

（利用料等に関する事項）  （従業者に関する事項）  

兵人数   常勤  非常勤  

専従  非専従  専従  藤専従   

師   0   0   0   

生活相談員   l   0   0   0   

看護職員   0   1   0   

介護職員   12   0   
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言耳育三卜車第の方法、十  
○ 調査員2名以上  

（1名はサービスに関する知識を予め有する者）  

○事業所を訪問し、代表者との面接調査  

【面接調査の方法】  

○ 報告日現在 及び報告日前1年間の調査  

○ 報告された事項のみを調査  

○ 事業者が提示する情報の事実の有無を確認し、良し悪しの   
評価はしない  

※ 事業者自らの公表が前提  

※ 利用者自身の評価力の育成  

※ 評価は、人（主観）により異なる  

○ サービス提供記録等は、原本を1件以上確認  

※ 事業者は、1件で、他の日常的な取組を説明  
※ 一定の確認基準は評価につながる  

○ 事業者が提示する資料は、紙、電子媒体は問わない  

○ マニュアル、研修実施記録等の具体名は問わない  

○ 事業計画等は、法人全体のもので可  
q 会議、研修会等の実施記録は、題目、開催日時、出席   

者、実施内容の概要を確認  
○ 研修は、事業者自ら実施又は外部研修への参加を問   

わない  

【調査の終了】  

○ 調査は、調査結果についての同意を得て終了  

・調査結果に事実誤認がないこと  

・調査結果がそのまま公表されること  
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禰軸壷海兵面列 

（介護老人福祉施設の例）  

【大項目Ⅰ】介護サービスの内容に関する事項  

項 小垣目   確認事項   確認めためゐ材   
料 

①サービス提供  サ∵ビ大の轟  入所申込者の   重要事頑を記した  直珍  ⑮   
開始時におけ 

入所者毎に対す  ける入所者等  に資する重要事  入所申込者ヌ拝そ   

る説申及び契約  に対する説明  項について説明  の家族の署名若し   

等に当准∴り、入・  ＝及び入所者等  し、同意を得て  くは記名捺印があ   
なし  ・なし   

所者甲権利擁喪  る。   

等のために講じ  

てヤ 

◎利用者本ぬか  承知症の入所  歯知症の入所者  認知症の入所者へ  〇  あり  サ 

ービスの質の  者に対すろ   への対応及び敢  の対毎夜び藷知症   
確保わため軽読  サービスめ質  知症ケアの質を  ケアに関するす  

じている埼置 なし  鮎   
の取組の状況   

（介護老人福祉施設の例）  

【大項目Ⅰ】介護サービスの内容に関する事項  

ヰ喚声 小項月 嘩恋事項   確認のため中軸斗  ・報告  ・羽   

③相蔽∴苦情  相蔽、，■蓄情  相敵■草庵専対  入所者女は阜ゐ象痴士  直参   唾ゆ   

等の対応のた  奪わ対応の  応の結果につい  対す卑説明の帯録があ  

めに鋳じてい  た如頬紅  七、入所者又は  る。   なし  なし  

る持直   の状況   そめ革族に説明  

している。   

④サービスの  サービスの  定期的及び随時  入所者又はその琴族と   あり  あり   

内容の評価、  提供状況の  に、入所者又は  の相談の場所及び相談   
改善等のため  把握のため．  その家族からの  対応時間の記録がある。  
に講じている  の取組の状  相談に応じ七い   なし  

措置   況  るd   

調査し   

ない   
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「調査情報」の報告及び調査結果の例  

（介護老人福祉施設の例）  

【大項目Ⅰ】介護サービスの内容に関する事項  

項目   小項目 新．‾≡ ≡  確詠めため両極  …  ■   

◎・サー毎中質の．  地痍と－の＝．・  ．地域と申達蜂、  介轟予政教垂∴埴域と  亀珍  あり   
確保、透明性め確  連携ぐ李  交流等を行っ  の交流行事等に閲すろ  
保専の冬め笹実施  濁専¢敢二  ている。   なし  ㊦        計画諷牒傭兵内等¢   

してい車外部の者  女書掛率む 

等との準準   

中 鍵醸事卑  確め    ≡  

由適切な塵豪速営′  計画的◆  さ妻二  ∴幸集計面を＝  巌’‥’     ヽ  連営倉   ㊥  ㊧   

わ薙俸わたあ亘轟・  ・．棄連単¢を   ．毎年泰作痍  針等が記穀   草  

じてヤ＼ろ韓牽   めめ軸  軍  

状 ホあ呑d  

（介護老人福祉施設の例）  

【大項目Ⅱ】介護サービスを提供する  

≠j  古狼．． 廟吏  

所中津軍曹▼：  
＠草葉津計 を行う事象∴＝  

卑」牒密計 
華†＝牒華や 

■▼●・  

めに蘇じ守二‡’  るて仕組みが 

ヤ†養蜂革 摺   

③安全管理  あり  あり  

戚  

予   

準じてい  延  

措置  た  

が   
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「調査情報」の報告及び調査結果の例  

（介護老人福祉施設の例）  

【大項目Ⅱ】介護サービスを提供する施設の運営状況に関する事項  

中項目   小頑   確認事項   痙認のための材料  報岳  調査  

④情報の管  個人情報の保  個人情報の保  個人情報の保護に醜す  〇  〇   理 

、個人情  護の確保のた  轟に関する規  る規程について、ホー  
報保革等の  めの取組の状  程を公表して  ムページ、パンフレッ   なし  なし  
ために講じ  いる。   ト等への掲載がある。  

ていろ措軍   

⑤サ「ビス  サナビスの提  マニュアル等  マニュアル等について、   あり  あり  

の質の痍保  供のためのマ  特、いつでも  従菓者が自由に圃覧で  
のために総  ニュアル尊の  閲覧できる場  きる場所に設置してあ  

合的に簸じ  活用及び見直  所に備え付け  る。  
て．いる措置  しの実施甲状  

釘   
（その他）  

マ．ニュアルを、後奇才■各員  

Jこ私卑した亀戯がある。  

所が自ら  
調査し  

「確認のための材料」の内容を記載   
ない  

●各都道府県又は指定情報公表センターのホームページから、  

各都道府県内の介護サービス事業所又は施設の『介護サービス情報（基本情報及び調査情報）』  

を検索  

●全国の介護サービス情報は、介護サービス情報公表支援センターにて集積・分析  

要介隻者及び血族  

脚員 
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【基本機能】  

・検索結果を比較することがで   

きます。  

000県  
介護サービス情報公表システム  

高齢者や視覚障害者の方に  

配慮した設計となっています。  

介護サービスまたは住所一  

覧から検索ができます。  

専門的な用語などをわかりや  

くすく説明します。  

このサイ柑．介靡l嘉賊の1有こもと11て、■劃押印川■サービス事■轟・■脚、モのi  
什ナもサービス内暮批l寸書状カ；■丁引耶R佗■しlす．  

8公表さhる情掛こユーて  

■助介■サービス事Ⅲ・跡サービスのR書棚；m1日帆ナ．  

公肌暮沼ビとに■仰臥はナ．  

（札吊川は■1脚、一幕触った一脈す．〉  

腫れろM、このt■仏陀と久†て、こi分t十分＝軋て．■一閃サービスの…ててくだ乱し  
●小片¶－′つul肋骨■m汀 ●小”hTllち仙－r∵‖ニニ■†T   

◆l‖酬＝ ◆こ…丁（丁もl＝は   

介覆サービス情も好打す  

用，咄，鮒；鮎転義壷妄議議麦l  

腑鮒：〔繭転調  
川・椚・一三    「  ‾し旦聖主」  ・「しおり」をつけることにより、   

検索や比較などが利用しやす   

くなっています。  

※木蘭面は開発中のイメージ国であり、実際の画面とは   

細部が異なります。  

ロ梯汚せ  

酬サーtごスの㈱こちらから  

【検索機能】  

・介護サービスまたは住所一   
覧から検索ができます。  

・また、介護サービスと住所を   
組み合わせるなど、さらに絞   
り込んで検索をすることもでき   

ます。  

ロ料金や営業時間などは、検索結   
果から、調べたい介護サービス事   

業所の「基本情報」をご覧下さい。  

口なお、検索結果のうち、同じ介護   
サービスを提供する事業所又は   

施設を3件まで比較することがで   

きます。   
※ 本画面は開発中のイメージ圃であり、実際の画面とは   

細部が異なります。  
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基本情報の公  

均芽完苧＿ビス情報公表システム  
tトソブページへ臼】  

しおり何ぎ事幕所一覧（0件）l用腰鉦＝入lてlユ址之  

ケ王立出  飽このページを印肘る  
l遜介護サービス情報（基本情報）  

基本価矧ユ¶哺脚紺儲入した報告内容をそのまま表示します．  

諷査日：平成17年8月3日 公蓑日：平成柑年5月13日 更葡唱：平成18勾巧月l：）日  

ご利用魯件lお掴bせ  

G叩γrkht02001S P■●l●亡Iリー■100＞モrrlm書ntAllr■ht暮▼●暮■■Ytd  ※ 本画面は開発中のイメージ園であり、実際の画面とは  

細部が異なります。  

「調査情報」の公表例  ※ 本画面は開発中のイメージ国であり、実際の画面とは  

細部が異なります。  

閲覧したい項目を押すと、該当箇所を表示します．   

ページ内の目次：  

詑酎青報   
1．介護サービスの提供開始時に柑ナる利用者毒   
利用者の権利擁護等のために！乱；ている措置  

に対する説明及び契宴勺等に当たり、 8．安全管理及び衛生管理のために吉軌こて  
いる措置  

●は都道府県において独自に迫力軋′た項目を示します。  

書調査情報  

大項目1．介護サービスの内容に関する事項  

中項目t．介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じて  
いる措置  

小項目1．介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取緯の状況  

確認事項（1）．利用申込者のサービスの適訳に貸する重要事項について説明し、同意を待ている．  

確認のための材料：重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又は  
その家族の署名若しくは記名捺印がある。  

－79－  

凸－ チェックあり   



【比較機能】  

●検索結果のうち、同じ介護  

サービスを提供する事業所  

又は施設を3件まで比較す  

ることができます。  
（3件の比較機能について）  

◆全ての情報の比較  

◆事業所間で違いのある項目   

のみの比較  

◆項目選択した調査情報の比   

較   

※本画面は開発中のイメージ図であり、実際の画面とは  

細部が異なります。  

0001■  
介tlサービス1t】帽公貴システム  

どの■■廿日lの■●t■ホTOか壇椚丁事∫▼．下戚の■事t膚押してr■房■けt責tTら」■タンモーしてください●  

kL▼糞すも】■I11■l■のl■ll■ノ■ltl；  

Pl人l■01■▲と●U■■●D■■■   

F t．サービス○■■   

F ■■■●雷義○す－ビュの¶■   

F ■．■●－▲l■■■   

F ■．t■l■・事■I■■；   

F ●．サービス○■■l■・■u■し  

F T＿つ・－ビュー什lこ■ぅー■  

F ●＿■■り■■暮○一事  

P ■．サービスの■一  

院l■．■1■01■t  

P ■1．■■01■■■上・■■  

P ▼tサ・－ビスの十■〉■膚  

F・■■t●＿リーィ  

P∴∴i嶺緬l■書ttすi  

醐■▼、■机1■仰サモーt▼●T脚■市■…■してr■和■t肋r■ンt■してU禦飢パ  
」■・爪tl■l虞‖■■h   

乍 ■け■■t■靭  

√ tH■I■■■甘暮い■川■■】■■砂t】■一門r■  

l践ふ豆腐卸療廃熱桓厨㍑  

■”■の■削れた●柵指事・誹れ▼珊り（hヅク▼－クM伊イれ・てい疇丁・  
●ほ】t■■■tM▼●  

tl■t．■tい▲つ■l■tr ・－ビス  

M■入l■介I l■■■■Ll■t  

■u■入」■l■1！■1什Hく■▼1一人 ★－▲▲I．I■l量J■▲，■●．It■ t人■l止▲l■、■リ●  
l■■lr什It．IIT】■ll入■■生  

さt一介■（■王▼t人事－Jヽ〉、介I1 t人†●tl■1l．●リ．  

0001■（＞1⊃l■00⊂lq二0⊂l ■lT■1トヽ  

く〉00■10（〉矧〇く）E00 ■llT■IトI  

○＜）0●001■0001E00 ¶ヽT■11－l  

巨鰻わ粥▼粁■払化成獣桝こ  
≡◎ 会1九lヨ督■■示‾ーる   

く〉」●け■l方向て；■し、の■～る1E自のみf∃■ホ「「る   

警告；還冠琵芸㌍芸道モ麗監諾；詣誓宗温．誹チェックマ‾クがm’てい軒「・  

ニホ‖月■■・1事l 坤  
00■yr■htlb「200■ ト●l●tト∪■●一也●Y■■（－■■【l■ll■khl■r■■■■V●■  
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都道府県介護サービス情報公表システムの特徴④  

・高齢者または視覚障害者の方に配慮した設計  

◆「高齢者・障害者等配慮設計指針（※1）」、「ISO13   
407人間中心設計プロセス（※2）」に基づいた開発  

◆音声読み上げソフト、拡大文字、画面拡大、色彩の   

コントラスト設定などに対応  

◆ユーザーテストを行うことにより実現された、どなた  

でも使いやすいコンテンツ、見やすいデザイン  
※1高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信における機器，ソフ  

トウェア及びサービスー第3部：ウェブコンテンツ（JISX8341－3）  

※2Human－Centreddesignprocessesforinteractivesystems  

・専門的な用語については、逐次、説明を付与  

3「介護サービス情報の公表」  

制度の実施体制  

（都道府県単位の体制整備）  
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都道府県知事が自ら事務を実施するほか、  

次のセンター・機関に事務を外部化できる  

指定情報公表センターの概要  

○ 都道府県知事が都道府県内に一つ指定し、次の「情報公表事務」を   
実施   

① 介護サービス情報の報告の受理   

② 介護サービス情報の公表   

③ 指定調査機関の指定の審査  

○ 秘密保持義務、同義務違反の罰則（公務員みなし）あり  

指定調査機関の概要  

○ 都道府県知事が指定し、事業者が報告する介護サービス情報のうち、   

調査情報についての「調査事務」を実施  

○ 秘密保持義務、同義務違反の罰則（公務員みなし）あり  

－82－   



指定情報公表センターの指定基準  

○ 法人  

○ 職員、設備、情報公表事務の実施方法等に関する計画  
○情報公表事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない役員等の構成  

○ 調査しようとする介護サービスを自ら提供していない  

0区分経理  
○ その他  

指定調査機関の指定基準  

○ 法人  

○ 職員、設備、調査事務の実施方法等に関する計画  
○ 調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない役員等の構成  

○ 調査しようとする介護サービスを自ら提供していない  

○ 区分経理  

○ その他  

調 査 員 の 要 件  

○ 都道府県知事又はその指定する者が行う研修を修了  

講義8．5時間 演習3時間（19年度以降）  
○ 都道府県の調査員名簿に登録  

○ 秘密保持義務、同義務違反の罰則（公務員みなし）がある  

○ 当面、調査員2名のうち1名は、調査対象サービスに関す   

る知識を予め有する者を充てることが望ましい  

－83－   



調査員養成研修の課程  

区分  科目   時間数  備考   

講義  介護保険制度の理解   1時間  一定の免除あり  

介護サービスの基礎的知識   2時間  一定の免除あり  

介護サービス情報の公表制度の理  1時間  
A  

‾：：▼   I山  

介護サービス情報の公表制度の内  1時間  
容  

調査員の心得   30分  

介護サービス情報の理解   2間  サービスごと  

調査事務の理解   1由間  

演習  調査事務の演習   3時間  19年度から適用   

公表情報の地域性への配慮  

○ 全国の事業所を対象とする制度  

標準的な項目は、全国的に統一  

（厚生労働省令等）  

○ 都道府県単位の実情に応じた情報  

湖ゆ都道府県ごとの情報の追加は可能  

－84－   



○ サービス利用（提供）契約の一方の当事者である事業所が  

利用者の選択に資する情報を公正■公平な情報提供環境で公表  

→ 調査・情報公表事務手数料は、事業所が負担  

○ 手数料の額、徴収方法等は、都道府県単位の調査体制や  

地理的条件により異なる  

→ 都道府県条例  

○ 介護保険制度に基づく全国共通の制度  

→ 全国的な見地からのガイドラインの提示  

4「介護サービス情報の公表」   

制度の今後のスケジュール  

－85－   



《基本的な考え方》  

○ 基本的には、介護保険法に基づく全ての   
指定（許可）事業所・施設が対象  

○ 準備が整ったサービスから順次施行  

・公表情報（案）の作成  

■モデル事業による検証  

・都道府県の実施体制整備  

平成18年度の取組み  

○ 平成17年度の検討サービスの検証等  

【モデル調査事業】→【制度施行準備】   

①訪問リハビリテーション   

②通所リハビリテーション   

③介護療養型医療施設  
○ 新たな項目の検討   

○ 認知症高齢者グループホーム   

○ その他未定  

－86－   




