
実際の事業所運営に当たっては、 
「運営の手引き」を参照してください。 
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１ 人員基準について 

 

１ 医師の配置 

（１）指定通所リハビリテーション事業所 

専任の常勤医師が１人以上勤務している必要があります。 

（２）指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合 

① 利用者の数が同時に 10人を超える場合：専任の常勤医師１人以上。ただし、診療所

と併設されている老健が行う通所リハビリテーション事業所は、当該診療所の常勤医

師との兼務ができます。 

② 利用者の数が同時に 10人以下の場合 

ア 専任の医師１人 

イ 利用者数は、専任の医師１人に対し１日 48人以内であること 
 

○ 管理者は、通所リハビリテーション事業所の医療機関等の院長が就任するこ

とが通常想定されますが、その管理者が適切に管理業務を行えない場合（他業務兼務等）に

は、その他の医師、理学療法士等を管理代行者として選任することができます。 
 

２ 理学療法士等の配置 

（１）単位ごとに、提供時間帯を通じて、利用者 10人以下の場合は理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員又は介護職員（以下「理学療法士等」という。）を１以上、10 人

を超える場合は、利用者の数を 10で除した員数以上配置すること。 

（２）そのうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士・作業療法士・言語聴

覚士を、利用者 100人又はその端数を増すごとに１人以上配置すること。 

【通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、次の通りとすることもできる。】 

（１）単位ごとに、提供時間帯を通じて、利用者 10 人以下の場合は理学療法士等を１以上、

10人を超える場合は、利用者の数を 10で除した員数以上配置すること。 

（２）そのうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士・作業療法士・言語聴

覚士又は、通所リハビリテーションやこれに類するサービスに１年以上従事した経験を

有する看護師を常勤換算方法で 0.1以上配置（※）すること。 

※ １～２時間のサービス提供の場合、定期的に「日本運動器リハビリテーションセラピスト研修」

等を終了している看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師を当該リハビリテーション

の提供に当たる理学療法士等として算定可能。 

（３） 従事者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテーションは２単位までです。 
ただし、１時間から２時間までの指定通所リハビリテーションについては、0.5 単位

として扱います。 
（４）７時間以上８時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービス

を行う場合は、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置する必要があります。 
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○ 理学療法士等のリハビリ専門職は、サービス提供時間帯を通じて配置する必

要はありませんが、リハビリテーションを提供する時間帯には、配置が必要です。 
○ 通所リハビリテーションの基本方針に照らし、単位ごと、かつ、サービス提供日ごとに

適切に配置してください。 
 

 

① 通所リハビリテーションのサービス提供時間中に、理学療法士等のリ

ハビリ専門職が、病院の業務を兼務していた。 

② リハビリテーションを提供する時間帯にリハビリ専門職が配置されていなかった。 

③ 院長である管理者が実質的に通所リハビリテーション事業所の管理ができない状態で

あるにもかかわらず、管理代行者を選任していなかった。

 

指導事例 
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２ 通所リハビリテーション事業者の責務について 

 

１ 指定通所リハビリテーションの基本方針    

指定通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことが

できるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものでなければなり

ません。 
 

○ アクティビティや趣味活動のみの提供では、通所リハビリテーションとは

いえません。 
○ 加算の算定の有無にかかわらず、利用者にとって必要なリハビリテーション（個別

リハビリテーションを含む。）を提供する必要があります。 

 
２ 通所リハビリテーションの具体的取扱方針 

（１）指示等による：通所リハビリテーションは、医師の指示や通所リハビリテーション計

画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活自立に資するものとする。 
（２）指導・説明：通所リハビリテーション従業者は、利用者や家族に対し、リハビリテー

ションの観点から療養上必要な事項を理解しやすいように指導や説明する。 
（３）適切なサービス提供：通所リハビリテーションの提供にあたり、利用者の病状、心身

状況、希望、おかれている環境の情報を的確に把握し、適切なサービスを提供する。 
（４）会議開催：通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、リ

ハビリテーションの専門的な見地から利用者の病状、心身状況、希望、おかれている

環境の情報を会議の構成員と共有するよう努め、利用者に適切なサービスを提供する。 

        

３ 通所リハビリテーション計画の作成 

（１） 多職種共同作成 

医師、理学療法士、作業療法士その他専従の従業者は、診療、運動機能検査、作業能

力検査等を基に、利用者の心身状況、希望、置かれている環境を踏まえ、リハビリテ

ーション目標と具体的サービス内容等を記載した通所リハビリテーション計画を共

同して作成してください。 

（２）居宅サービス計画に基づく作成 

通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、そ

の内容に沿って作成してください。 

（３）利用者等への説明と同意・交付 
通所リハビリテーション計画を作成した際は、内容を利用者や家族に対して説明し、

文書により利用者やその家族の同意を得た上で交付しなければなりません。 
また、同意文書には、計画を説明した日と交付した日がわかる記録が必要です。 

（４）サービスの実施状況と評価 
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーシ

ョン計画に従ったサー ビスの実施状況及びその評価を診療記録に記載してください。  
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（５）指定通所リハビリテーションと指定訪問リハビリテーションを同一の事業者が提供す

る場合 
訪問リハビリテーションと一体的な計画を作成する場合は、各々の事業の目標を踏ま

えたうえで、共通目標を設定してください。 
また、達成に向けて各々の事業役割を明確にした上で、利用者に対して一連のサービ 

スとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体的な提

供内容等を１つの計画 として分かりやすく記載するよう留意してください。 
訪問及び通所リハビリテーションにおいて整合性の取れた計画に従いリハビリテーシ

ョンを実施した場合は、診療記録を一括して管理しても差し支えありません。  
 

○ 利用者は、心身状況や置かれている環境が異なることから、利用者全員が一

律同じ頻度で通所したり、同一内容のリハビリテーションのみを行うことは通

常想定できません。各利用者の状態に応じ、真に必要な回数・内容の通所リハ

ビリテーションを提供してください。 
 

４ 通所リハビリテーション計画の目標設定と質の評価 

（１）通所リハビリテーシ計画の目標 
居宅サービス計画の内容に沿って、抽象的でなく、利用者のニーズを踏まえ、具体的

通所リハビリテーシ事業所としての目標を設定します。（居宅サービス計画の目標をその

まま転記するものではありません。） 
利用者やその家族にもわかりやすく、計画期間で実現可能と思われる具体的内容を設

定するよう努めます。 
（２）サービスの質の評価と目標達成状況の記録 

定期的に自ら提供するサービスの質の評価を行い、サービスの実施状況や目標の達成

状況を記録するとともに、援助目標の変更等について検討する必要があります。 
 

○ 計画期間が終了すると、機械的に同じ目標を次の期間に位置づけるという

事例もありますが、何度も同じ目標が設定される場合は、目標自体が不適切であるこ

とが考えられます。 
○ 計画実施期間終了後には、目標の達成度はどれくらいか、設定した目標のレベルは

適当であったかなどの評価を行い、その結果を必ず記録してください。 
 
５ 居宅介護支援事業所との連携 

居宅サービス計画に基づいて通所リハビリテーション計画を作成し、サービスを提供し

ている事業者は、当該指定居宅介護支援事業者から通所リハビリテーション計画の提供の

求めがあった際には、通所リハビリテーション計画を提供することに協力するよう努めま

す。 

① 通所リハビリテーション計画が作成されていなかった。 

② 利用者又はその家族の同意を得ずにサービス提供を開始していた。 

③ 全ての利用者の通所リハビリテーション計画の内容が全く同じであっ

た。 
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６ 介護予防通所リハビリテーション計画とモニタリング 
介護予防の場合は、計画にサービス提供期間を定め、その期間内に実施状況の把握（モ

ニタリング）を行い、その結果を介護予防支援事業者に報告をしてください。 
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３ 利用料等の受領について 

 

１ 利用料について 

（１）利用料として徴収できるもの 

① 通所リハビリテーションの利用料の利用者負担分 
② 通常の事業の実施地域外に居住する利用者の送迎費用 
③ 食事の提供に要する費用（食材料費・調理に係る費用相当額を基本） 
④ おむつ代 
⑤ その他利用者に負担させることが適当と認められる日常生活費 等 
※ 利用者のキャンセルにより結果的に月に１回の利用もなくなり介護報酬を算定で

きない場合や、介護保険外の費用（食費等）についてはキャンセル料を徴収できます。 
ただし、キャンセル料の徴収要件や金額を事前に利用者に説明し、文書により同意

を得ていることが前提です。 
 

（２）説明・同意・交付 

利用料については、利用者や家族等に説明し文書により同意を得て、当該文書を交付

する必要があります。 
 

（３）領収書・請求書 
サービスを提供した日や１割負担の算出根拠である請求単位等、利用者が支払う利用料、

日常生活費、通所リハビリテーションサービスの提供範囲外の費用等の内訳がわかるように

区分してください。 
 

① すべての利用者に対して、事業所が一律に提供するものについては、その他

日常生活費として徴収することはできません。利用者の希望による選択の場合のみです。 
② 入浴に通常付随する費用は、報酬中に組み込まれています。

 

２ 送迎について 

（１）通常の送迎（利用者宅玄関～事業所）にかかる費用 

送迎は、通所リハビリテーション費の基本報酬に包括されているため、原則として、

訪問介護事業所の外出介助サービス等の別の介護保険サービスを利用することはできま

せん。 

 

（２）通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の送迎 

徴収できる費用は、通常の事業の実施地域を超えた地点から利用者居宅までの区間の

実費相当額（基本的に燃料代のみ）です。人件費、車両維持費等まで含めることは適当

ではありません。 

 

（３）送迎時の対応 

利用者の安全を確保するのに必要な数の従業員をもって行う必要があります。 
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（４）利用者居宅と事業所間の送迎を行わない場合 

利用者自らが通う場合や、利用者の家族等が送迎を行う場合等は、片道につき47単位

を基本報酬の所定単位数から減算します。 

 

 
① 利用者全員が希望したという理由で、利用者全員が一律に使用するシャ

ンプー・石けん・タオルのリネン費用をその他日常生活費として徴収していた。 

② プログラムの一環として利用者全員が参加する機能訓練で使用する材料費を、利用

者から一律に徴収していた。 

 

指導事例 
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４ 介護報酬の算定について 

 

１ 所要時間による区分 

  所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計

画に位置づけられた内容の通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によります。 
 
２ サービス提供時間の短縮 

  当日の利用者の心身の状況から、実際の通所リハビリテーションの提供が通所リハビリ

テーション計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には、通所リハビリテーシ

ョン計画上の単位数を算定して差し支えありません。 
なお、通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所

リハビリテーション計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定します。 
 

３ 送迎に要する時間 

  サービス提供時間として送迎に要する時間は含みませんが、送迎時に居宅内介助等（電

気の消灯・点灯、窓の施錠、着替え、ベッドへの移乗等）を実施し、次の要件をすべて満

たす場合、１日 30分以内を限度として、時間に含めることができます。 

ア 居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けた上で実施する場合 

イ 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、次の者の場合 

① 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護福祉士、実務者研修修了者、

介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（二級課

程修了者を含む） 

② 当該事業所や同一法人の他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等にお

いてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数が３年以上の介護職員 

 
４ 利用者に対し 1日の複数の通所リハビリテーションを行う場合 

  利用者に、１日に複数の通所リハビリテーションを行う事業所にあっては、それぞれの

指定通所リハビリテーションサービスごとに通所リハビリテーション費を算定します。 
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５ 事業所規模について 

 

１ 事業所規模の区分 

事業所規模（３区分）は、前年度（４月～２月）の１月当たりの平均利用延人数により

決定します。また、事業所規模により通所リハビリテーション費の単位が異なります。 

区 分 厚生労働大臣が定める施設基準 

通常規模型 前年度１月当たりの平均利用延人数数が 750人以内の事業所 

大規模型(Ⅰ) 前年度１月当たりの平均利用延人数数が 750人を超え 900人以内の事業所 

大規模型(Ⅱ) 前年度１月当たりの平均利用延人数数が 900人を超える事業所 
 
 
２ 事業所規模の計算方法  

（１）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを一体的実施する事業所 
通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを一体的に行う事業所は、

すべての事業の１月当たりの平均利用延人員数（※）を合算して計算します。 
 

○ 前年度実績が６月未満の事業者と前年度から定員を概ね 25％以上変更す

る事業者は、利用定員の 90％を１日当たりの利用者数として、予定されて

いる１月当たりの営業日数を乗じて得た数で判断します。 
 

（２）通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを区分実施する事業所 
通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションとで単位分けしてそれぞ

れ人員配置する事業所は、介護予防の利用者を平均利用延人数に含むことはできません。 
《平均利用延人員数の計算方法》 

  《通所リハビリテーション》 

① １時間以上２時間未満⇒ 利用者数に 1/4を乗じて得た数 

② ３時間以上４時間未満（２時間以上３時間未満を含む） 

⇒ 利用者数に 1/2を乗じて得た数 

③ ５時間以上６時間未満（４時間以上５時間未満を含む） 

⇒ 利用者数に 3/4を乗じて得た数 

④ ６時間以上８時間未満⇒ 利用者数をそのまま計算 

 

《介護予防通所リハビリテーション》 

① １時間以上２時間未満⇒ 利用者数に 1/4を乗じて得た数 

② ３時間以上４時間未満（２時間以上３時間未満を含む） 

⇒ 利用者数に 1/2を乗じて得た数 

③ ５時間以上６時間未満（４時間以上５時間未満を含む） 

⇒ 利用者数に 3/4を乗じて得た数 

④ ６時間以上８時間未満⇒ 利用者数をそのまま計算 

 

 ※ 介護予防通所リハビリテーションに限り、同時にサービス提供を受けた者の最大数

を、営業日ごとに加える方法により算出することもできます。 

注意 
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《平均利用延人員数の算出に係る留意事項》 
① 同一事業所で２単位以上実施の場合は、全ての単位の利用者数の合計を基に計算しま

す。 
② 暫定ケアプランでサービス提供を受けている場合は、月平均延利用者の計算に含めま

せん。 
 

 
○ 毎年度３月 15日までに当該年度の１月あたりの平均利用者延人員数を算出

し翌年度の通所リハビリテーション費がどの区分を適用するか確認をしてください。 

〇 区分が変わる場合は、必ず本市に提出が必要です。（毎年３月 15日必着）変更のない

場合は、計算書式を事業所で保管しておいてください。 

〇 区分が変わる場合は、利用者負担金が変わるため、事前に利用者に対して利用料を説

明し、同意を得ることが必要です。 

○ 届出を忘れ、後日判明した場合の取扱い 

① 規模が大きくなる：４月に遡及して過誤調整となります。 

② 規模が小さくなる：15 日までに届出た場合、翌月１日から正しい規模での算定が

可能になります。（遡及しません。） 
 

注意 

ポイント 
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６ 医療保険と介護保険の取扱いについて 

 

１ 医療保険と介護保険のリハビリテーションの違い 

（１）医療保険の対象となるリハビリテーション 

  急性期・回復期の状態に対応し、身体機能の早期改善を目指すもの 
（２）介護保険の通所リハビリテーション 

  維持期・生活期の状態に対応し、生活機能の維持・向上を目指すもの 
 
 
 
 ※ なお、介護保険内であっても、訪問看護でのリハビリテーションや訪問リハビリテ

ーションを合わせた算定については、その内容を吟味すべきです。 
 

２ 介護保険への移行及び報酬請求のルールについて 

介護保険への移行・報酬請求のルール 

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」により、医療から介護への移行や報酬請求のルールが示され

ています。  

（１） 原則として、同一の疾患等で、医療保険の各疾患別リハビリテーションを行った後、

介護保険のリハビリテーション（以下「リハビリ」）に移行した日以降は、医療保険

の各疾患別リハビリテーション料は算定できません。 
（２） 同一の疾患等で、介護保険のリハビリを行った月には、医療保険の各リハビリテー

ション医学管理料は、算定できません。 
 

医療保険適用（急性期・回復期） 介護保険適用（維持期・生活期） 
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７ 加算・減算について 

 

１ 延長加算（７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に延長サービ

スを行う加算） 

所要時間７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションを行うとものして指定を受け

た事業所が、当該時間の前後に連続して行う場合に、６時間の延長を限度として算定する。 
 

《算定できる事例》 
① ８時間の通所リハビリテーションの後に連続し５時間のサービス実施：５時間分の

延長加算を算定 
② ７時間の通所リハビリテーションの後に連続し２時間のサービスを実施：1 時間分

の延長加算を算定（7 時間＋2 時間＝9 時間 9 時間－8 時間＝1 時間） 
 
２ 口腔・栄養スクリーニング加算  
  基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中

６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行っ

た場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として所定単位数に加算します。ただし、当該利

用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は

算定しません。   
 算定要件は、運営の手引きをご確認ください。 
 
 
３ 口腔機能向上加算 (３月以内の期間に限り１月２回まで)（届出：必要） 

基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又

はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的

に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しく

は実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った

場合に算定します。 
 
口腔機能向上加算（Ⅰ）１５０単位/回 
【算定要件】 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を

作成していること。 
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等

が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録してい

ること。 
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 
ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ポイント 
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口腔機能向上加算（Ⅱ）１６０単位/回 
【算定要件】 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）の算定要件イからホまでに掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 
ロ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔

機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用していること。 
 
 

口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 
 
４ 科学的介護推進体制加算  

いずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定通所リハビリテーシ

ョン事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推

進体制加算として、1月につき 40単位を所定単位数に加算する。 

【算定要件】 
次に掲げるいずれの基準にも適合していること。 

イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症（法第５条の２に規定する認知

症をいう。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働

省に提出していること。 

ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切か

つ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 
５ 定員超過減算（届出：不要） 

（１）定員超過減算の適用 

月平均で定員を超過した翌月から解消される月まで、利用者全員分を所定単位数の

70％に減算。（災害、虐待の受入等やむを得ない場合は、事由解消まで減額なし。） 
 定員を１日でも超過すれば運営基準違反です。月平均の利用者数が定員を超過して 
おらず減算にならなければよい、という考え方は適正ではありません。 

 ※１月の利用者数平均＝サービス提供日毎の同時利用の最大数の合計÷サービス提供日数 
  （小数点以下は、切り上げです。） 
 

○ １日だけ利用定員を超えていた日があったが、月平均では利用定員を超

えておらず減算にはならないため、基準違反ではないと思っていた。 

 

６ 人員欠如減算（届出：必要） 

単位ごとに、人員基準に定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

介護職員の１月当たりの配置が不足する場合は、翌月から利用者全員分が所定単位数の

70％に減算されます。 
 

ポイント 

指導事例 
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（１）人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合 
人員欠如があった翌月から、人員欠如が解消されるに至った月まで減額します。 

（２）人員基準上必要とされる員数から一割の範囲内で減少した場合 
人員欠如があった翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで減算されます。 
ただし人員欠如があった翌月の末日において人員基準を満たしている場合は、減算を 
する必要はありません。 

 
① 届出を行わず、人員欠如による減算のコードにて報酬請求を行った場合、システ

ム上エラーが生じ、報酬が支払われなくなる可能性がありますので注意が必要です。 
② 著しい人員欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止

等を指導しますが、指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の

取消しを検討することとされています。 
③ 定員超過・人員欠如による減算適用期間中は、口腔機能向上加算、栄養改善加算、運

動器機能向上加算（予防）、サービス提供体制強化加算も算定要件を満たさなくなり、算

定できません。加算の取り下げが必要になりますので注意が必要です。 
 
７ 同一建物減算（届出：不要） 

事業所と同一の建物に居住する利用者又は、同一建物から通う利用者にあっては、１日

につき９４単位の減算が適用されます。 
なお、例外的に、傷病等により一時的に送迎が必要であると認められる者や、やむを得

ない事情で送迎が必要と認められる者に、２人以上の従業者が送迎を行った場合は減算と

なりません。 
 

８ 送迎減算（届出：不要） 

送迎を実施していない場合は減算の対象となります。（片道４７単位の減算） 

なお、「７ 同一建物減算」の対象となっている場合は、当該減算の対象となりません。 

 
 
 

①  イベントの開催日に定員を超過していた。 

②  看護師の人員欠如減算が必要となる事業所で、減算の届出を行っていなかった。 

③  同一建物の定義を、高齢者住宅と認識していたため、事業所と同一建物の住居から

通所する利用者を減算しなかった。 
 
 

指導事例 

重要 
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８ 
高齢者向け福祉施設における防火・避難規定等の

建築基準法令に関する注意点について 
 
 

１ 高齢者向け福祉施設における建築基準法令等の遵守について 

 建築基準法では不特定又は多数の方が使用、就寝等する用途の建築物を特殊建築物と定め、

これらに適用する防火や避難に関する規定を強化しています。通所介護施設などの福祉施設

についても、自力避難の困難な方が日常的に利用しており、一旦事故が発生すると大事故に

発展するおそれがあることから、これらの特殊建築物に該当します。 

施設を管理される方におかれましては、人命を預かっているということをあらためて認識

していただき、建築基準法令を遵守し、適切な管理をお願いします。 

 

 

２ 管理上の注意点について 

（１）建築基準法令への適合について 

建築物を常時適法な状態に保つことは、所有者、管理者又は占有者の責務です（建築

基準法第８条より）。建築基準法令により規定された建築物の防災チェックポイントを

掲載いたしましたので、お目通しのうえ、適正な維持管理をお願いいたします。 

また、建築物の新築や増築、用途変更等の際は、防火・避難規定など現行の建築基準

法関係規定に適合するよう計画する必要があります。さらに、新築や一定規模を超える

増築、用途変更等の際は建築確認申請の手続きが必要となります。 

建築基準法関係規定の適合については専門的な内容となるため、新築や増築、用途変

更等を行う際は、建築士など建築の専門家や建築行政窓口等にご相談のうえ、適切な手

続きを行ってください。 

 

（２）建築基準法に基づく定期報告について 

  ① 定期報告制度の概要 

横浜市では、建築基準法第12条第１項及び第３項の規定に基づき、一定の用途及

び規模の建築物の所有者等は、定期的にその建築物の状態や建築設備について資格

者に調査・検査をさせ、その結果を横浜市に報告するよう義務付けています。 

（定期報告制度といいます。） 

 

 

定期報告の一連の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

管理者 

(報告者) 

調査・検査の 

有資格者 
横浜市 

調査・検査の

依頼 

調査・検査の実施 

報告書の作成 

管理者への報告 

報告書の内容を確

認し、市へ提出 

報告書受理・審査 

管理者への 

是正指導等 

改善等を行い、

適切な維持管理

を継続 

管理者 

(報告者) 

管理者 

(報告者) 
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 ② 定期報告の対象建築物について 

       一定規模以上の入所者のための宿泊施設を有する老人福祉施設、老人ホーム、介護

老人保健施設、病院（介護療養型医療施設、介護医療院）は、定期報告の対象建築物と

なります。 

詳しい制度の内容については横浜市の「定期報告」ホームページをご覧いただき、

対象建築物に該当する場合は、定期報告を行っていただきますようお願いします。 

 

 

福祉施設等で定期報告の対象となる建築物                                    

老人福祉施設、老人ホーム、介護老人保健施設、病院（介護療養型医療施設、介護医療院）

の用途に供する部分が次のいずれかに該当する場合は、定期報告が必要となります。 

 

ア 床面積が100㎡を超える部分が、３階以上又は地階にあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

イ ２階部分の床面積が300㎡以上のもの 

 

  

  

 

 

 

 

【横浜市の「定期報告」ホームページ】 

・横浜市 建築局 建築物昇降機等の定期報告 

（URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/teikihoukoku/） 

 

 

【問い合わせ先】 

・建築基準法第12条に基づく定期報告など建築物の維持管理に関する相談 

建築局建築指導課建築安全担当 TEL：045-671-4539  FAX：045-681-2434 

・建築確認申請の手続きに関する相談 

建築局建築指導課指導担当 TEL：045-671-4531  FAX：045-681-2437 

２階部分の床面積300㎡以上 （例）２階 

１階 

パターン④ 

床面積100㎡超 

 （例）

   

 

３階 

２階 

１階 

 

  

  

  

床面積の合計 

100㎡超 

パターン① パターン② 

パターン③ 

 ５階 

４階 

３階 

２階 

１階 

 

 

 

 

２階 

１階 

地下１階 床面積100㎡超 

横浜市 定期報告 検索 

Click!          
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■建築物の防災チェックポイント一覧 

 建物を常時適法な状態に保つことは、所有者、管理者又は占有者の責任です（建築基準法

第８条）。以下のチェックポイントを活用して、建築物の適切な管理にお役立てください。 

 

箇所 チェックポイント 解説 

非常用の 

照明装置 

□ 主電源を落したり、ひもを引いたりして照明が点

灯しますか。バッテリーや電球切れで点灯しない場

合があります。必要に応じ点検し交換しましょう。 

停電になった際に点灯し、避難路を照らす

ために設置されている設備です。 

消防法に基づく緑色の誘導灯（避難口を示

すもの）とは異なります。 

排煙窓 

□ 排煙窓が円滑に開閉できますか。 

開放装置（オペレーターやチェーン）や窓等が、 

家具や荷物で隠れていたり、開放装置に不具合

があったりしませんか。 

□ 開放方法は予め確認しておきましょう。 

火災時に最も恐いのは煙やガスです。 

排煙窓や排煙設備等は、火災で発生した

煙やガスの建物内での拡散を防ぎ、速やかに

屋外へ排出するため、重要な設備となります。 

内装制限 

□ 火気を使用する居室等(※1)で内装材料が、 

木質など燃えやすいものになっていませんか。 

※1 煙を逃がす窓等が設けられていない部屋や、 

３階以上にある部屋、 

調理室やボイラー室等の火気を使用する部屋 

火災の拡大を防ぎ避難と消防活動を促進

するため、壁や天井等の内装仕上げを燃えな

いもの等にする必要があります。 

内装工事の際は建築士等の専門家に相談

しましょう。 

階段の 

防火扉 

□ 防火扉を開閉するうえで障害となる物が置かれ

ていませんか。 

□ 防火扉が自動的に閉まるよう、ドアクローザが 

機能していますか。 

□ 防火扉をひも等で固定していませんか。 

階段に面する扉は、避難するための階段を

炎や煙から守ると共に、上階への煙の拡散を

防ぐ重要な役割があります。 

敷地内通路

や廊下等の

避難経路 

□ 緊急時の避難経路に避難の障害となる物を置い

ていませんか。 

避難経路は屋外の道路まで確保しましょう。 

火災時の避難には、廊下、通路の確保が

大切です。法律上、原則として２方向の避難

経路が必要となります。 

階段 
□ 避難の障害となる物を置いていませんか。 

□ 火災の原因となる物を置いていませんか。 

階段は、非常時に避難経路となります。 

普段使用していない階段も、安全な避難の

ために維持管理が必要です。 

外壁の 

開口部等 

□ RC造、鉄骨造等の建物の場合、窓、換気扇等に

網入ガラス、防火ダンパー(※2)等の防火設備が

設置されていますか。 

※2 火災時に風道から煙が拡散しないよう 

風道を封鎖させる仕組みのこと 

他の建物等からの延焼防止のため、延焼の

恐れのある部分(※3)にある窓や換気扇など

には防火設備等を設けなければならない場合

があります。 

※3 隣地境界線及び道路中心線から 

１階にあっては３ｍ以内、２階以上の階

にあっては５ｍ以内の部分 

非常用の 

進入口 

□ 道路側に面した窓（幅75㎝×高さ1.2m以上の大

きさの進入口に代わるもの）などが開きますか。 

□ 家具、荷物、広告板等の障害物はありませんか。 

３階建以上の建物には、火災時に消防隊が

進入し消火・救助活動を可能にするため、 

道路等に面して非常用の進入口等を設置す

ることが必要となります。 
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９ 横浜市訪問介護等資格取得支援事業 

 

１ 事業について 
（１）目的 

ホームヘルパー等を目指す市民を対象に、介護職員初任者研修課程又は生活援助従事者研

修課程の受講を支援し、横浜市内の介護保険事業所における訪問介護員等の増加を図ります。 

 

（２）内容 

この事業は、介護職員初任者研修課程又は生活援助従事者研修課程を修了した後、市内の

介護保険事業所に一定期間就業した市民（以下「助成対象者」という。）に対して、資格取

得に要した受講料を助成する事業です。 

 

（３）助成対象者の要件 

次の要件をすべて満たす方の受講料を助成します。 

ア 申請時の住所地が横浜市内にある方 

イ 登録養成機関における介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修の受講開始日が令

和３年４月１日以降の方 

ウ 資格取得後から、助成金申請受付期限までに次の①又は②のいずれかを満たしている

方 

①市内の訪問介護事業所等（※１）にホームヘルパーとして就業を開始した後（登録ヘ

ルパーにあっては実働を開始した後）、１か月以上経過し、10日以上従事している 

②市内の介護保険事業所（※２）に常勤の介護職員として就業を開始した後、１か月以

上経過し、10日以上従事している 

エ 他に国、都道府県等公的機関から本申請に係る研修費用に対する助成（本事業の助成

を含む）を受けていない方 

 

※１ 訪問介護、第１号訪問事業、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

※２ 訪問入浴介護、通所介護、第１号通所事業、地域密着型通所介護、療養通所介

護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所

療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施

設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 

 

（４）助成金額 

項目 助成金額（上限額） 

介護職員初任者研修 受講料 ７万円 

生活援助従事者研修 受講料 ３万円 

 

（５）助成金申請受付期限 

令和５年２月28日（火）まで 

※期限前であっても、助成金の予算額に達した時点で受付を終了します。 
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２ 対象の介護保険事業所への依頼事項について 

（１）助成金申請に必要な書類 

 研修受講料の助成に必要な申請書類は次のとおりです。 

ア 「横浜市訪問介護等資格取得支援事業受講料助成金交付申請書（第１号様式）」 

イ 登録養成機関への受講料支払を証明する「横浜市訪問介護等資格取得支援事業受講料

支払証明書（第２号様式）」 

ウ 就業先が発行する「横浜市訪問介護等資格取得支援事業就業証明書（第３号様式）」

と「就業日数管理表（第３号様式（別紙））」 

エ 登録養成機関が発行した受講修了証明書の写し 

オ 住民票 

 

 上記申請書類のうち、ウについては、対象の介護保険事業所へ就業し、研修受講料の助成

を希望する方からの依頼がありましたら、作成いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわ福祉サービス振興会 

助成対象者 

登録養成機関 就業先事業所 

・第１号様式 

・住民票 

・第２号様式 

・受講修了証明書(写) 

・第３号様式 

・就業日数管理表 

（第３号様式（別紙）） 

請求 提供 提供 請求 

申請 

Ⓐ Ⓑ 

＋Ⓐ＋Ⓑ 

※横浜市訪問介護等資格取得支援事業の事業概要・申請書類（記載例含む）については、以下

の公益社団法人かながわ福祉サービス振興会のホームページに掲載しています。 

◆かながわ福祉サービス振興会> 事業概要> 高齢福祉事業> 横浜市訪問介護等資格取得 

支援事業 

https://www.kanafuku.jp/services/koreifukushi/sikaku_syutoku.html 
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（２）事業所で作成をお願いしたい書類 

ア 横浜市訪問介護等資格取得支援事業就業証明書（第３号様式） 

 
 

イ 就業日数管理表（第３号様式（別紙）） 
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10 ノロウイルス食中毒について 
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11 食中毒が疑われる場合の対応について 

 
介護サービス利用者に食中毒を疑う症状が見られた場合は、速やかに医療機関の受診を促

すとともに、事業所のある区の福祉保健センター生活衛生課に届出をしてください。 

 なお、食中毒の調査では、患者の発症前の食事内容や発症状況に関する調査の他、原因と

して疑われる食事の調理施設や同じ食事を食べた方を対象とした調査も行います。個人情報

の提供や検便等をお願いする場合がありますのでご協力をお願いします。 

 

１ 食中毒が疑われる場合の対応の流れ 

（１）患者の発生を探知 

  ・医療機関への受診を促す 

 

（２）発生状況の把握 

      ・利用者と職員の健康状態 

      ・受診状況（診断名、検査実施状況等） 

（３）事業所のある区の福祉保健センターへ届出（下記一覧参照） 

      ・発生状況 

      ・食事の提供内容  

（４）福祉保健センターによる調査への協力 

 
２ 届出先（各区福祉保健センター生活衛生課） 

窓口 所在地 電話番号 窓口 所在地 電話番号 

鶴 見 区 鶴見区鶴見中央 3-20-1 510-1842 金 沢 区 金沢区泥亀 2-9-1 788-7871 

神 奈 川 区 神奈川区広台太田町 3-8 411-7141 港 北 区 港北区大豆戸町 26-1 540-2370 

西 区 西区中央 1-5-10 320-8442 緑 区 緑区寺山町 118 930-2365 

中 区 中区日本大通 35 224-8337 青 葉 区 青葉区市ケ尾町 31-4 978-2463 

南 区 南区浦舟町 2-33 341-1191 都 筑 区 都筑区茅ケ崎中央 32-1 948-2356 

港 南 区 港南区港南 4-2-10 847-8444 戸 塚 区 戸塚区戸塚町 16-17 866-8474 

保土ケ谷区 保土ケ谷区川辺町 2-9 334-6361 栄 区 栄区桂町 303-19 894-6967 

旭 区 旭区鶴ケ峰 1-4-12 954-6166 泉 区 泉区和泉中央北 5-1-1 800-2451 

磯 子 区 磯子区磯子 3-5-1 750-2451 瀬 谷 区 瀬谷区二ツ橋町 190 367-5751 

※ 夜間・休日の連絡先はこちら↓ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/hokenjo/shi-hokenjo/kinkyuda

iyaru.html 
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12 施設で給食を提供する場合の届出について 
～食品衛生法に基づく届出制度が創設されました～ 

 

横浜市では、社会福祉施設等で入居者・利用者に給食を提供している施設について、令和

３年５月以前は旧横浜市食品衛生法施行細則に基づく「給食開始届出書」の届出をいただい

ていました。令和３年６月１日以降は、食品衛生法の改正により届出制度が創設されたこと

に伴い、１回の提供食数が 20食程度以上の施設については、改めて「営業届」の届出をいた

だいています。 

新たな届出制度は、食事提供の実態把握や食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理

といった自主衛生管理を推進していくことを目的とし、全国一律に開始されています。 

１回の提供食数が 20食程度未満の小規模な施設は、届出対象外となりますが、本市では食

中毒のリスクの高い高齢者等を対象とした社会福祉施設については、これまでと同様にノロ

ウイルスや腸管出血性大腸菌等による食中毒の未然防止のための衛生管理の支援を行います。 

 

 

１ 食品衛生法に基づく届出の対象施設 
  １回の提供食数が 20食程度以上の、営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食

品を供与する施設 

＊ １回の提供食数が 20食程度未満の施設は届出不要です。 

＊ 調理業務を外部へ委託している場合、受託事業者は営業許可の取得が必要です。 

  受託事業者が営業許可を受けた場合、施設側の届出は不要です。 

 

２ 届出手続きについて 
  区生活衛生課窓口での書面による届出の他、国の食品衛生申請等システムを利用した届  

出が可能です。 
（１）窓口で届出を行う場合の必要書類など 

  ア 営業届（第 14号様式） 

  イ 食品衛生責任者の資格を証明する書類（調理師・栄養士免許、養成講習会修了証な

どの原本又は写し） 

  ウ 施設の構造及び設備を示す図面（調理室の構造設備、従事者及び利用者の便所、手

洗い設備、食事をとる場所の位置が確認できるもの） 

  エ 施設付近の見取り図（届出書記載の所在地では場所がわかりにくい場合のみ） 

  オ 水質検査結果の写し（水道事業等により供給される以外の水（井水 等）を使用する

場合のみ） 

（２）国の食品衛生申請等システムを利用した届出を行う場合の必要書類など 

システム上にて、必要事項の入力（※）と、上記イからオまでのデータの添付を行い、

届出を行います。（エ、オは必要な場合のみ） 

 ※ 食品衛生責任者の情報を入力する際に、「受講した講習会、資格取得年月日等」欄に  

     資格者番号も併せて入力してください。 

 （入力例）○○講習会、○年○月○日取得、第○○号（養成講習会受講の場合） 

         ○○県、○年○月○日取得、第○○号（栄養士等免許の場合） 

   《食品衛生申請等システム》（厚生労働省ホームページ） 

  https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp 

 

【食品衛生法に基づく届出制度の取扱い】 

24



 

 

１ 対象 
食品衛生法に基づく許可・届出の対象施設は、HACCP に沿った衛生管理に取り組む必要 

があります。 

 HACCPとは…原材料の納品から製造、調理、提供までの全ての工程において、異物混入、食

中毒菌などの危害となる物質を予め分析し、除去することにより安全な食品を提供できる

衛生管理の考え方です。食品衛生管理の国際標準となっており、先進国を中心に義務化さ

れています。 

 

２ 具体的な対応について 
厚生労働省が公表している手引書（※）に従い、様式及び記入例を参照しながら「衛生

管理計画」を作成し、計画通りの管理ができているか毎日記録します。既に、衛生管理に

関するマニュアル等を作成している場合は、既存のマニュアルと手引書を比較し、管理す

る項目に不足があれば追加する等の対応をします。なお、「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」に従って衛生管理を実施している場合は、同マニュアルが HACCP に基づき作成されて

いることから、新たな対応は生じません。 

 

※給食施設向けの手引書 

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書～委託給食事業者～」 

（手引書の題名には「委託給食事業者」とありますが、直営で調理を行っている施設

においても当該手引書を参考とすることが可能です。） 

なお、調理業については、「小規模な一般飲食店向け」、「旅館・ホテル向け」の手引書

なども公開されています。施設の規模に応じて、参考にする手引書を選択しましょう。 

 

 

    

 
＜保健所が取組状況を確認しています＞ 
 HACCP 制度化は、令和３年６月１日から完全施行されています。各区福祉保健センター

生活衛生課・健康福祉局食品衛生課では、各施設の衛生点検の際や営業許可申請・届出時、

申請等に伴う調査時等に各施設が作成した「衛生管理計画」や記録などを確認し、取組状

況を把握しています。HACCP への取り組みを行わない施設に対しては、指導を行っていま

す。 

 
○ 相談・届出窓口（各区福祉保健センター生活衛生課） 

仕入れた弁当をそのまま販売・提供する場合など、給食施設に該当しない場合もありま

す。「施設が給食施設に該当するか」等の相談、届出については事前に施設のある区の福祉

保健センター生活衛生課へお問い合わせ下さい。HACCPに沿った衛生管理についても、御不

明点があれば、お問い合わせ下さい。 

 

窓口 所在地 電話番号 窓口 所在地 電話番号 

鶴見区 鶴見区鶴見中央 3-20-1 ５１０－１８４２ 金沢区 金沢区泥亀 2-9-1 ７８８－７８７１ 

神奈川区 神奈川区広台太田町 3-8 ４１１－７１４１ 港北区 港北区大豆戸町 26-1 ５４０－２３７０ 

西区 西区中央 1-5-10 ３２０－８４４２ 緑区 緑区寺山町 118 ９３０－２３６５ 

中区 中区日本大通 35 ２２４－８３３７ 青葉区 青葉区市ケ尾町 31-4 ９７８－２４６３ 

南区 南区浦舟町 2-33 ３４１－１１９１ 都筑区 都筑区茅ケ崎中央 32-1 ９４８－２３５６ 

港南区 港南区港南 4-2-10 ８４７－８４４４ 戸塚区 戸塚区戸塚町 16-17 ８６６－８４７４ 

保土ケ谷区 保土ケ谷区川辺町 2-9 ３３４－６３６１ 栄区 栄区桂町 303-19 ８９４－６９６７ 

旭区 旭区鶴ケ峰 1-4-12 ９５４－６１６６ 泉区 泉区和泉中央北 5-1-1 ８００－２４５１ 

磯子区 磯子区磯子 3-5-1 ７５０－２４５１ 瀬谷区 瀬谷区二ツ橋町 190 ３６７－５７５１ 

【 HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理について（令和３年６月１日完全施行）】 

「手引書」について詳しくはこちらをご覧ください    

厚生労働省ホームページ 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html 
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13 確認問題 

 

問１ 従業者の配置について、次の３つの中から、正しいものを一つ選んでく

ださい。 

 

① 従事者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテーションは1単位まで

である。 

② 単位ごとに、提供時間帯を通じて、専ら提供に当たる理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員（看護師・准看護師）、介護職員のいずれかの職種の職員

を１以上配置し、利用者が１０人を超える場合は、利用者の数を１０で除した数

以上確保する。 

③ 専任の常勤医師が１人以上勤務とし、併設されている当該病院又は診療所の常勤

医師との兼務はできない。 

 

問２ 通所リハビリテーション計画の作成について、次の３つの中から正しい

ものを一つ選んでください。 

 

① 通所リハビリテーション計画は、看護師が作成する。 

② 課題・援助目標は居宅サービス計画の目標をそのまま転記すればよい。 

③ それぞれの利用者について、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に改善

を行うとともに、サービスの実施状況や目標の達成状況を記録する必要がある。 

 

問３ 利用料等の受領について、次の３つの中から、正しいものを一つ選んで

ください。 

 

① キャンセル料の徴収要件や金額は、口頭で説明をすれば、運営規程、重要事項説

明書、契約書、料金表等に記載しなくてもよい。 

② プログラムの一環として利用者全員が参加する機能訓練で使用する材料費を、利

用者から一律に徴収してよい。 

③ 領収書や請求書は、サービスを提供した日や請求単位等、利用者が支払う利用料、

日常生活費、自費の費用等の内訳がわかるように区分して記載する。 

 

問４ 事業所規模について、次の３つの中から誤っているものを一つ選んでく

ださい。 

 

① 同一事業所で２単位以上実施の場合は、全ての単位の利用者数の合計を基に計算

する。 

② 利用者数があまり変わっていない場合は、当該年度の１月あたりの平均利用者延

人員数を算出しなくてもよい。 
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③ 区分が変わる場合は、利用者負担金が変わるため、事前に利用者に対して利用

料を説明し、同意を得ることが必要である。 

 

問５ 加算について、次の３つの中から正しいものを一つ選んでください。 

 

① 延長加算は、６時間以上7時間未満の通所リハビリテーションを行うとものして

指定を受けた事業所が、当該時間の前後に連続して行う場合に、６時間を限度と

して算定する。 

② 口腔機能向上加算は、利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、看護職員が利用

者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

③ 口腔・栄養スクリーニング加算は、当該利用者が、当該事業所以外で既に口腔・

栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定できない 
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