
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 管理者 

① ユニットごとに、専らその職務に従事する常勤管理者を１名置かなければなりません。

② 複数のユニットがある事業所では、それぞれのユニットの管理上支障がない場合、複

数のユニットの管理者として兼務することは可能です。

また、管理業務に支障がないときは、以下の職務を兼ねることもできます。

ア 当該共同生活住居の他の職務に従事する場合

イ 当該事業所と同一敷地内や隣接地にある他の事業所、施設等もしくは併設する指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に

従事する場合

③ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員等として、３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、必要な研修を修了して

いることが必要です。

④ 他の場所にある事業所や施設の職務と掛け持ちすることはできません(基準違反にな

ります)。

【必要な研修とは】 

「認知症介護実践者研修」もしくは「旧基礎課程」及び「認知症対応型サービ

ス事業管理者研修」です。

○ 介護サービスにおいては、いくつかの職種で他の職種との兼務が認められて

いますが、これはあくまでも「管理上支障がない場合」や「利用者の処遇に支障がな

い場合」にのみ適用されるものです。 

地域密着型サービス事業所においては、管理者が計画作成担当者や介護従事者を兼

務することが多く、身体的、精神的な負担から職務が継続できなくなるケースが見受

けられます。職員配置や職務分担について、法人内でも十分に検討し、適切な事業所

運営を行ってください。 

２ 介護従業者 

（１）ユニットごとに配置する介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければなりません。

（２）認知症の介護等に対する知識、経験を有する者であることが原則です。

（３）配置数

ア 夜間及び深夜の時間帯以外(日中の勤務帯) の配置

常勤換算方法で利用者と介護従業者との比率は３：１以上

◯ 日中の介護従業者の配置について

介護従業者については、利用者が認知症を有する者であることから、認知症の介護等に対

する知識、経験を有する者であることを原則とします。なお、これ以外の介護従業者にあっ

ても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るようにしてください。  

ポイント 
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（例）利用者を８人、常勤の勤務時間を１日８時間で、午後９時(21時)から午前６時ま

でを夜間及び深夜の時間帯とした場合⇒午前６時から午後９時(21時)までの15時間

の間に、「８時間×３人＝延べ24時間」分の介護が提供され、かつ、当該時間帯に

常に介護従業者が１人以上確保されていることが必要です。  

 

イ 夜間及び深夜の時間帯の配置 

ユニットごとに１人以上 （宿直勤務を除く。） 

ただし、３ユニットの事業所において、全てのユニットが同一の階において隣接し、

介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である

場合であって、当該認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用

者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に事業所ごと

に置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に

夜勤を行わせるために必要な数以上とすることができます。 

 

（４）介護従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者の精神の安定を図る観点から、

担当の介護従業者を固定する等の継続性を重視したサービス提供に配慮してください。 

 

◯３ユニット２人夜勤体制に係る要件  

３つの共同生活住居を有する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、全ての

共同生活住居が同一の階に隣接し、介護従業者が円滑に利用者の状況把握を行い、速や

かな対応を行うことが可能となる構造である場合には、当該指定認知症対応型共同生活

介護事業者によって夜間の勤務に関するマニュアルの策定や避難訓練の実施といった安

全対策が行われ、利用者の安全性が確保されていると認められている場合に限り、夜勤

職員を２名以上とすることができます。  

この場合には、利用者のケアの質や職員の負担にも配慮してください。  

マニュアルの策定や避難訓練の実施に当たっては、条例第130条において準用する条例

第103条において定められた非常災害に関する具体的な計画や訓練の実施において、夜間

及び深夜の時間帯の勤務を想定した内容を取り扱うことで差し支えありません。  

なお、事業所の判断により、人員配置基準を満たす２名以上の夜勤職員を配置した上

で、さらに他の職員を配置する場合については、宿直体制で配置することも可能です。 

宿直勤務を行う介護従業者を置く際の夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社

会福祉施設における宿直勤務の取り扱いについて」（昭和49年８月20日社施第160号社会

局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知）に準じて適切に行ってください。 

 

①  介護従事者の人員基準欠如については、減算となる場合があります。 

② 介護従事者の勤務表はユニットごとに作成する必要があります。なお、人員配置に

あたっては利用者の精神安定面、家庭的な雰囲気の中での生活と馴染みの関係を構

築するためにも、原則として介護従事者はユニットごとに配置してください。 

③ 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯(日中の勤務帯)については、利用者の生活状況

に応じて適切な時間を設定してください。 

ポイント 

2



① 管理者は、離れた場所にある他の事業所の職務を兼務していた。 

② 管理者は、他サービスの業務を多数兼務しており、認知症対応型共同

生活介護の管理業務を行えていなかった。 

 

３ 計画作成担当者 

（１）事業所ごとに１名以上配置してください。 

（２）専らその職務に従事する者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の他の職務に従事することができ

ます。 

（３）保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有

する者 

（４） 厚生労働大臣が定める研修（「認知症介護実践者研修」又は「実務者研修基礎課

程」）を修了していなければなりません。 

（５）計画作成担当者のうち少なくとも１人は介護支援専門員でなければなりません。ただ

し、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がな

いときは、これを置かないことができるものとされています。 

（６）介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護老

人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関

し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができます。 

 

４ 代表者 

次のいずれかの経験を有し、「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していな

ければなりません。  

① 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症で

ある者の介護に従事した経験  

② 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験  

○ みなし措置  

次の研修の修了者は、事業者の代表者として必要な研修を修了したものとみなされま

す。  

(ア) 実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管理者研修（17

年局長通知及び17年課長通知に基づき実施されたものをいう。）  

(イ) 基礎課程又は専門課程（12年局長通知及び12年課長通知に基づき実施されたもの

をいう。）  

(ウ) 認知症介護指導者研修（12年局長通知及び12年課長通知並びに17年局長通知及び

17年課長通知に基づき実施されたものをいう。）  

(エ) 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修（「介護予防・地域の支え合い事業

の実施について」（平成13年５月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知）に基

づき実施されたものをいう。） 
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◯ 代表者が変更になる場合の取扱い  

代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に「認知症対応型サービス事

業開設者研修」が開催されていないことにより、当該代表者が「認知症対応型サービス事

業開設者研修」を修了していない場合、代表者交代の半年後又は次回の「認知症対応型サ

ービス事業開設者研修」日程のいずれか早い日までに「認知症対応型サービス事業開設者

研修」を修了することで差し支えありませんが、その際は事前に本市へ相談をお願いしま

す。 

 

 

理事長や代表取締役を代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合には、そ

の法人の地域密着型のサービス部門の責任者などを代表者としても差し支えありませ

ん。  

 

管理者や計画作成担当者が交代した場合には、変更届の提出が必要です。 

管理者と計画作成担当者の変更があった場合は、変更後１０日以内に変更届を提

出してください。 
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２ 設備基準について  
 

１ 認知症対応型共同生活介護事業所の設備基準  

「１ユニット」は、利用定員を５人以上９人以下とし、居室、居間、食堂、消火設備等

について、次の基準をクリアしていることが必要です。 

（１） 事業所  

① １つの事業所に複数のユニットを設ける場合は３つまで（サテライト事業所にあっ

ては２つまで） に限ります。   

② 居間、食堂及び台所などをユニットごとに設ける必要があります。  

③ 事務室は、複数のユニットを有する事業所であっても兼用で差し支えありません。 
 
（２）居室  

① １つの居室の定員は１人とします。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合

は、２人とすることができます。この場合、居室面積の最低基準は設けませんが、

２人が生活するのに十分な広さを確保しなければなりません。 

② 居室の床面積は、内法で７.４３㎡以上（４.５畳）としなければなりません。 

③ １の共同生活住居の居室は、同一の階に設けてください（例：１階に５部屋、２階

に４部屋で１つのユニットとすることは不可）。  
 
（３）居間及び食堂  

① 居間と食堂は、同一の場所とすることができます。  

② 利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保してください。  
  
（４）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備  

① 消防法その他の法令等に規定された設備※を設置してください。なお、指定認知症対

応型共同生活介護事業所は、法令上スプリンクラー設備の設置義務がない事業所で

あっても消防法施行令で規定されているスプリンクラー設備を原則として設置する

こととされていますので、ご注意ください。 

    ※スプリンクラー、消火器、自動火災報知設備、火災報知設備 等 

② カーテンやじゅうたんなどは防炎加工のものを使用してください。 
 
（５）立地条件   

① 利用者家族や地域住民との交流を図る観点から、住宅地または住宅地と同程度に交

流の機会が確保される地域に設置しなければなりません。 
 

・消火器の周りに備品が積み上げられており、緊急時にすぐ取り出せる     

ようになっていなかった。 

・台所の包丁が、鍵のかからない棚で保管されていた。 

・入浴後に使用するヘアブラシは、使用後簡単に洗浄して別の入居者に使用していること

を確認した。 
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３ 利用料の受領について 
 
１ 利用料金等 

（１）利用料の自己負担分の徴収 

利用者の自己負担分を徴収しなかったり、割引くことは不適切です。 
 

（２）利用料以外の費用徴収 

  ア 利用料の自己負担分以外に徴収できる費用としては、次のものが考えられます。 

    ただし、徴収する費用は運営規程及び重要事項説明書に明記しておかなければなり

ません。 

①食材料費 ②理美容代 ③おむつ代 ④その他の日常生活費 

⑤個人専用の家電製品の電気代（個々の家電製品の消費電力に応じた実費相当額） 

  イ 利用料以外の費用については、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービ

ス内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければな

りません。 

  〇 家賃は、従来から介護報酬に含まれていないため、一般に借家の賃貸契約

として必要となる費用は利用者の負担とすることができます。家賃のほか、敷

金・共益費と言った名目のものも含まれます。なお、家賃等については、「日常

生活費」とは区分されますが、利用料の受領と同様に、あらかじめ利用者・家族

等に説明を行い、同意を得てください。 
 

  ウ 次に掲げる費用の支払いを受けてはなりません。  

認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者から上記で述べた「その他の日常生活費」

を徴収することができます。ただし、対象となる便宜と保険給付対象サービスが重複し

ないことが必要です。下記のものについては、介護報酬に含まれていますので、利用者

負担とすることはできません。 

① 介護上必要な標準的な福祉用具にかかる費用（介護ベッドや車椅子等）  

② 介護上必要な消耗品等にかかる費用（排泄介助に使用するお尻拭き、介護用手袋、

トロミ剤 等）  

③ 衛生管理上必要な消耗品等にかかる費用（ペーパータオル、ハンドソープ、シャン

プー、バスタオル等）  

④ 利用者に一律で提供している日用品等にかかる費用  

⑤ 私物の洗濯代（入所者等の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合

を除く） 

⑥ 通信費（利用者の家族等へ事業所からの書類を送付する費用等）  

⑦ 協力医療機関等への通院介助料（人件費）、タクシー代等の交通費、駐車場  

⑧ 徴収にふさわしくない費用（共用のテレビやカラオケ設備の使用料等） 

⑨居宅療養管理指導以外の他の介護保険サービス費用 

⑩外泊・入院期間中の食材料費 
 
 
 

注意 

6



 ※福祉用具の費用負担について 

入居者が福祉用具を利用するに当たっては、介護支援専門員等を中心に行われる総合的

なアセスメントの結果、利用者の処遇上、車いすや介護ベッド等の福祉用具が必要と判断

した場合は、 事業者の負担により介護サービスの一環として提供することになります。 

なお、利用者や家族の希望で利用する場合は、個人の負担となりますが、利用者等と費

用負担について協議し、その結果を文書で保存するようにしてください。 

 

（３）領収書の発行 

利用者に交付する領収書は、介護保険サービスと介護保険外サービスの内訳が分かる

ように記載してください。 
 

   〇 利用者から徴収する費用の基本的な積算の考え方は、「実費相当額」です。実

費金額より多く徴収することは認められません。 

〇 日用品等を一律提供せず、利用の希望により提供するものは、徴収可能です。 

 

２ 入居一時金の取扱いについて   

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う老人福祉

法の一部改正により、平成24年４月から前払金、権利金の取扱いなどグループホームにおける

受領可能な費用の項目が変更となっています。  

（１）受領可能な費用、できない費用（老人福祉法第14条の４第１項）  

ア 受領可能な費用：家賃 ・ 敷金（上限は家賃の６月分に相当する額）・日常生活上必要

な便宜の供与の対価（介護報酬、実費負担額）・前払金（※受領する

ための条件は２（２）のとおり）  

イ 受領できない費用：権利金（入居一時金、保証金、権利金、入会金等）  

（２）前払金を受領するための条件（老人福祉法第14条の４第２項・第３項）  

ア 受領可能な項目であること(家賃又は施設の利用料並びに、介護、食事の提供及びその

他の日常生活上必要な便宜の供与)。 

イ 前払金の算定基礎を書面で明示すること。  

ウ 前払金の返還に備えて、銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じ

ること。  

エ 入居後３月以内及び想定入居期間内に契約解除又は死亡により終了した場合に、前払

金の額から実費相当額※を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結するこ

と。 

 ※実費相当額について 

 ・入居後３月以内：家賃等÷30日×入居日数 

    ・想定入居期間内：契約解除日又は死亡により終了した日以降の期間について日割計

算により算出した家賃等の金額を前払金の額から控除 

 

 

・介護上又は衛生管理上必要な消耗品に係る費用、全ての利用者に提供しているも

のに係る費用を利用者から徴収していた。 

 

ポイント 

指導事例 
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４ 認知症対応型共同生活計画の作成について 

 

指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画を作

成しなければなりません。 

 

１ 利用者情報の把握 

利用者の心身の状況、希望の把握及び置かれている環境の把握を行います。 

 

２ 認知症対応型共同生活介護計画の作成等 

（１） 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域におけ

る活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めてください。 

通所介護の活用とは、介護保険給付の対象となる通所介護ではなく、当該指定認

知症対応型共同生活介護事業者と通所介護事業者との間の契約により、利用者に介

護保険給付の対象となる通所介護に準ずるサービスを提供することです。 
また、その他の多様な活動とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリ

エーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等をい

います。 
 
（２）認知症対応型共同生活介護計画は、利用者の心身状況、希望や置かれている環境等を

踏まえて作成するものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

するため、作成した際は、利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得た上で

交付しなければなりません。 
また、同意文書には、計画説明日と、交付日がわかる記録が必要です。 

【作成例】 私は上記の計画について説明を受け、同意し、交付を受けました。 
        令和〇年○月○日   横浜 花子 ○印  続柄 本人 

   

  ※本市条例は文書により同意を得ることとしています。口頭での同意のみならず、文書

により記録に残すことで客観的な記録となり、事業者及び利用者双方の利益につなが

るためです。 

 

【計画作成に当たっての留意点】 
当該計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制

することとならないように留意してください。 
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３ 認知症対応型共同生活介護計画の質の評価 

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ります。 
サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書

の交付その他適切な方法により、その状況を利用者に対して提供しなければなりません。 
介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅

サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行ってく

ださい。 
 
４ 他サービスとの併用について 

指定認知症対応型共同生活介護事業所で提供されるサービスは施設サービスに準じ、当

該共同生活住居において完結する内容であることを踏まえ、当該事業所の従業者でないい

わゆる付添者による介護や、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者の負担

によって利用させることはできません。ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業者の

負担により、通所介護等のサービスを利用に供することは差し支えありません。 
 

○ 計画期間が終了し、機械的に同じ目標を次の期間に位置づける事例がありま

すが、何度も同じ場合は、目標が不適切であることが考えられます。 
 
 

① 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。 

② 計画作成担当者以外の者が介護サービス計画を作成していた。 

③ 介護サービス計画の見直しが行われていなかった。 

④ アセスメントやモニタリングが行われていなかった。 

 

ポイント 

指導事例 
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５ 加算・減算について 

 

【重要】加算の算定要件が確認できる記録は必ず残しておいてください。 

加算の算定要件を確認できない場合は介護報酬の返還となることもありますので

ご注意ください。 

 

１ 看取り介護加算 

入居者及びその家族等の意向を尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、事業所

における看取り介護の質を向上させるため、看取り介護の体制構築・強化をPDCAサイクル

により推進することを要件として、死亡日以前４日以上４５日以下における手厚い看取り

介護の実施を図ることで所定の単位を算定できます。  

 

死亡日以前３１日以上４５日以下  ７２単位／日  

死亡日以前４日以上３０日以下  １４４単位／日 

  死亡日の前日及び前々日     ６８０単位／日 

  死亡日           １，２８０単位／日 ※死亡月に算定 

＜厚生労働大臣が定める施設基準＞ 

① 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指

針の内容を説明し、同意を得ていること。  

② 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の

距離にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。）、

介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業所における

看取りの実績等を踏まえ、適宜看取りに関する指針の見直しを行うこと。  

③ 看取りに関する職員研修を行っていること。 
 

 

＜厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者＞ 

次のいずれにも適合していること。  

① 医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であ

ること。  

② 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の

距離にある病院若しくは診療所、若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限

る。)、介護支援専門員その他の職種の者(以下｢医師等｣)が共同で作成した利用者

の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受

け、当該計画に同意している者（その家族等が説明を受けた上で、同意している者

を含む。）であること。  

③ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の

相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説

明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上

で介護を受けている者を含む。）であること。 
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看取りに関する指針に盛り込むべき項目  

イ 当該事業所の看取りに関する考え方  

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方  

ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢  

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む）  

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法  

ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式  

ト 家族等への心理的支援に関する考え方  

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的対応

の方法  

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ【H27.4.1 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A】 

（問143）看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ること

とされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認めら

れる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。 

（答）少なくとも説明及び同意の有無を確認することは、原則入所時に行う必要があ

る。ただし、同意の有無を確認することについては、入所者の意思に関わるものである

ことから、遅くとも看取り介護の開始前に行う必要がある。 

 

２ 医療連携体制加算 

環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症対応型共

同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニー

ズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する

ものです。 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た事業所

において、サービスを提供した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に

掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定できません。 

 

＜医療連携体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）共通＞  

○重度化した場合の対応に係る指針に盛り込むべき項目 

・急性期における医師や医療機関との連携体制 

・入院期間中における認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い 

・看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関

する指針 等 

○医療連携体制加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用するこ

とが可能であるが、急性憎悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医

療保険による訪問看護が利用可能である。 

 

＜医療連携体制加算（Ⅰ） ３９単位／日＞   

＜要件等＞ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

① 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは

指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を１名以上確保していること。  

② 看護師により２４時間連絡できる体制を確保していること。  

③ 重度化した場合の対応にかかる指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に

対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 
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＜留意点＞  

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)の体制について、利用者の状態の判断や、事業所の介護従事

者に対し医療面からの適切な指導、援助を行なうことが必要であることから、看護

師の確保を要することとしており、准看護師では本加算は認められない。  

また、看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する

場合は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の施設の職員を併任する職

員として確保することも可能である。  

ロ 医療連携体制加算(Ⅰ)の体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスは、 

①「利用者に対する日常的な健康管理」  

②「通常時及び状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整」  

③「看取りに関する指針の整備」  

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが

必要である。 

 

＜医療連携体制加算（Ⅱ） ４９単位／日＞   

＜要件等＞ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

① 当該事業所の職員として看護職員（看護師又は准看護師）を常勤換算方法で１名以

上配置していること。  

② 当該事業所の職員である看護職員（看護師又は准看護師）又は病院、診療所若しく

は指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、２４時間連絡できる体制を

確保していること。ただし①により配置している看護職員が准看護師のみである場

合には、病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師により、２４時

間連絡できる体制を確保していること。  

③ 算定日が属する月の前１２月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が

１人以上であること。 

(一) 喀痰吸引を実施している状態  

(二) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態  

(三) 中心静脈注射を実施している状態  

(四) 人工腎臓を実施している状態  

(五) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態  

(六) 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態  

(七) 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行なわれている状態  

(八) 褥瘡に対する治療を実施している状態  

(九) 気管切開が行われている状態  

④ 医療連携体制加算(Ⅰ)＜要件等＞③に該当するものであること。 

 

＜留意点＞  

イ 医療連携体制加算(Ⅱ)の体制について、事業所の職員として看護師又は准看護師を

常勤換算方法で１名以上配置していることとしているが、当該看護職員が准看護師の

みの体制である場合には病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師と

の連携を要することとしている。  

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定する事業所においては、医

療連携体制加算(Ⅰ)の留意点ロのサービス提供に加えて、協力医療機関等との連携を

確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事

業所で療養生活を継続できるように必要な支援を行なうことが求められる。  

加算の算定に当たっては、医療連携体制加算(Ⅱ)の＜要件等＞③に規定する利用者

による利用実績（短期利用認知症対応型共同生活介護を利用する者を含む。）があ

り、当該利用者が療養生活を行なうために必要な支援を行なっていることを要件とし

ていること。 
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＜医療連携体制加算（Ⅲ） ５９単位／日＞ 

＜要件等＞  

① 当該事業所の職員として看護師を常勤換算方法で１名以上配置していること。  

② 当該事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーショ

ンの看護師との連携により、２４時間連絡できる体制を確保していること。  

③ 医療連携体制加算(Ⅰ)の＜要件等＞③及び医療連携体制加算(Ⅱ)の＜要件等＞③に

該当するものであること。 

 

３ 認知症専門ケア加算  

日常生活に支障を来すおそれのある症状もしくは行動が認められる認知症の者(日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ)に対し、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。 

 

＜認知症専門ケア加算(Ⅰ)  ３単位/日＞ 

＜要件等＞ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

① 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若

しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」)の

占める割合が２分の１以上であること。  

② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者が２０人未満である場

合にあっては１以上、２０人以上である場合にあっては１に、当該対象者が１９を

超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えた数以上配置し、チームとして専門

的な認知症ケアを実施していること。  

③ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導

に係る会議を定期的に開催していること。 

 

＜認知症専門ケア加算(Ⅱ)  ４単位/日＞ 

＜要件等＞ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

① 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。  

② 認知症介護指導者研修を修了している者を１人以上配置し、事業所全体の認知症ケ

アの指導等を実施していること。  

③ 当該事業所における介護従業者、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

 認知症専門ケア加算(Ⅰ)（Ⅱ）は、いずれか1つのみ算定が可能です。 

 

＜留意点＞ 

①  短期利用共同生活介護の利用者は、本加算の算定要件に含めません。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度の決定方法については、次のとおりです。  

ア 医師の判定結果又は主治医意見書(以下、「判定結果」)を用いる。  

イ 判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サー

ビスのサービス計画に記載する。  

ウ 複数の判定結果がある場合は、最も新しい判定結果を用いる。  

エ 医師の判定がない場合(主治医意見書を用いることの同意が得られない場合を

含む)は、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用い

る。  

注意 
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③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとします。なお、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守してください。  

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事

業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

に規定する「認知症介護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指し

ます。 

 ※「認知症看護に係る適切な研修」とは 

 ・日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

 ・日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の

専門看護師教育課程 

 ・日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」のうち認定証が発行

されている者 

 のいずれかとなります。 

 

４ 生活機能向上連携加算 

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所等を実施している医療提供施設の

医師等が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医

師等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした

認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師等と連携し、当該認知

症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときに算定で

きます。 

 

（ア）生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位/月 （初回のみ） 

計画作成担当者が、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業

所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同

生活介護計画を作成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく認知症対応型共

同生活介護を行ったときは、初回の当該認知症対応型共同生活介護が行われた日の属

する月に、所定単位数を加算する。  

 

（イ）生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位/月 （初回から３月の間） 

利用者に対して、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当

者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評

価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計

画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連

携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく認知症対応型共同生活介護を行っ

たときは、初回の当該認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降３月の

間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定

している場合には算定しない。 
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５ 栄養管理体制加算（３０単位／月） 

管理栄養士が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っ

ている場合に、１月につき所定単位数を加算します。 

 

＜厚生労働大臣が定める基準＞ 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

＜留意点＞ 

① 栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体

制加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化

加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤

の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士

会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）と

の連携により体制を確保した場合も、算定できる。  

②「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養

状態の評価方法、栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）へ

の対応方法、食形態の調整及び調理方法その他当該事業所において日常的な栄養ケ

アの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導

のことをいうものであって、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものでは

ない。  

③ 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録する

こと。  

イ 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題  

ロ 当該事業所における目標  

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項  

ホ その他必要と思われる事項 

 

 ６ 口腔衛生管理体制加算（３０単位／月） 
歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに

係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算

します。  

＜厚生労働大臣が定める基準＞ 

イ 事業所において歯科医師や歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指

導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

＜留意点＞ 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔

内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意

点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの

実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導の

ことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。 

また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。 なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 
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② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載する。 

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指

導を歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属す

る月であっても当該加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術

的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的

助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時

間以外の時間帯に行うこと。 

 

７ 口腔・栄養スクリーニング加算（２０単位/回） ※6月に1回を限度 

指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、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及び栄養状態のスクリーニングを行った場合

に、１回につき所定単位数を加算します。 

ただし、当該利用者に、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定してい

る場合にあっては算定できません。 

＜厚生労働大臣が定める基準＞ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

イ 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について確認を行い、

当該利用者の口腔の状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下して

いるおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用

者を担当する介護支援専門員に提供している こと。  

ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利

用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄

養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に

提供していること。  

ハ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

＜留意点＞ 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング

（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下

「栄養スクリーニング」という。）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。  

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につい

て、それぞれ次に掲げる確認を行い、 確認した情報を介護支援専門員に対し、提

供すること。  

イ 口腔スクリーニング  

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者  

ｂ 入れ歯を使っている者  

ｃ むせやすい者  
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ロ 栄養スクリーニング  

ａ ＢＭＩが18.5 未満である者  

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施

について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストの№11の項目が「１」に該当する者  

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者  

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

※ 確認した全利用者について加算を算定することができます。 

 
８ 科学的介護推進体制加算 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の

状況等に係る情報を厚生労働省へ提出し、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画

を見直す等、サービス提供に当たって当該情報を有効に活用している場合に算定できま

す。 

 科学的介護推進体制加算 → ４０単位／月 

 
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定認知症対応型

共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、１

月につき４０単位を所定単位数に加算します。 

（１）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症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。  

（２）必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同

生活介護の提供に当たって、（１）に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活

介護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。 

 
＜留意点＞ 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用入所者全員を対象として、利用入所

者ごとに上記に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して

算定できるものであること。  

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。 ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連 加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照され

たい。  

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画

（Plan）、実行 （Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡ

サイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その

更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求

められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対

象とはならない。  

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供する

ための施設サービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重

度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、

施設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、

サービスの質の更なる向上に努める（Action）。  

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向

上に資するため、 適宜活用されるものである。 
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９ サービス提供体制強化加算  
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った

場合に算定できます。  

＜サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位/日＞ 

＜要件等＞ 

以下のいずれかに適合すること。 

① 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 70/100 以上である

こと。

② 事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合

が25/100以上であること。

③ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

＜サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １８単位/日＞ 

＜要件等＞ 

以下に適合すること。 

① 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60/100 以上であるこ

と。

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

＜サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位/日＞ 

＜要件等＞ 

以下の①及び②のいずれにも適合すること 

① 次のいずれかに該当すること

イ 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 50/100 以上である

こと。

ロ 事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 75/100 以上で

あること。

ハ サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の

占める割合が 30/100以上であること。

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

＜留意点＞ 

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（三月を除

く。）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所

（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を 含む。）については、届出日の属す

る月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。し

たがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出

が可能となるものであること。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者と

すること。  

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の

職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、そ

の割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合について

は、直ちに第１の５（加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い）の届出を提

出しなければならない。

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
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④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等

の経営する他の介護サービス事業所、病院、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勤務した年数を含めることができるものとする。

⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている

場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。

⑥ この場合の認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、利用者へ

の介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務

等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。

⑦ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者と

して勤務を行う職員を指すものとする。

１０ 人員基準欠如・定員超過利用等に該当する場合の減算 
（１）概要

人員基準上満たすべき員数を下回っている人員基準欠如や、運営基準を満たしてい

ない場合に、基準により介護給付費の減算が行われます。「減算すれば基準違反のま

ま運営して良い」ということ ではなく、適正なサービス提供を確保するための規定

であるため、人員基準欠如等を未然に防止するよう努めてください。人員基準欠如や

定員超過が継続する場合、指定の取り消しを検討することになります。  

（２）計画作成担当者の人員基準欠如

介護支援専門員の人員基準欠如（下記の①～③の場合）については、その翌々月か

ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が 

70％に減算されます（ただし、 翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く 

① 計画作成担当者を配置していない場合

② 計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合

③ 介護支援専門員の資格がある計画作成担当者を配置していない場合

（３）介護従事者の人員基準欠如

① 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合は、その翌月から

人員基準欠如が解消するに至った月まで、利用者全員について介護報酬が 70％

に減算されます。

②人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月

から人員基準欠如が解消するに至った月まで、利用者全員について介護報酬が

70％に減算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たしている場合

は除く)。

（４）夜勤体制による減算

夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月に事業所で

下記①②のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員につ

いて、介護報酬が 97％に減算されます。  

① 夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する 16 時

間をいい、原則として事業所ごとに設定）において夜勤を行う職員数が基準に満

たない事態が２日以上連続して発生した場合

② 夜勤時間帯に夜勤を行う職員数が基準に満たない事態が４日以上発生した場合
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１１ 身体拘束廃止未実施減算 
（１）減算の概要

条例第 119 条第 9 項の基準を満たさない場合又は、第６項に規定する身体拘束等を

行う場合の記録を行わなかった場合は、身体拘束未実施減算として、所定単位数の

100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（２）条例第 119条第 9項の基準

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘 束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。

① 身体的拘束等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、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

③ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。

（３）減算の期間等

上記の基準を満たさない場合には、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事

実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員につい

て減算することとする。 

１２ ３ユニット２人夜勤体制による減算 
（１）減算の概要

３ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しているため速やかな対応

が可能な構造で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとることを要件に、

例外的に夜勤２人以上の配置でよいこととし、利用者に対して、指定認知症対応型共

同生活介護を行った場合は、所定単位数から１日につき 50単位を差し引いて得た単

位数を算定する。 
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６ 
高齢者施設における防火・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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７ 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】 
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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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８ 確認問題 

問１ 人員基準について、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 管理者は、認知症対応型共同生活介護の管理業務に支障がない場合は、隣接地に

ある他サービスの業務を兼務してもよい。

② 計画作成担当者は、全員必ず介護支援専門員でなければならない。

③ ユニットごとに配置する介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければならない。

問２ 利用料の受領について、次の３つの中から、正しいものを一つ選んでく

ださい。 

① あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説

明を行っていれば利用者の同意を得なくてもよい。

② 口座引き落としのため、利用者には領収書を交付しなくてもよい。

③ 衛生管理上必要なペーパータオル、ハンドソープ、シャンプー、バスタオル等

の費用は利用者負担にすることはできない。

問３ 認知症対応型共同生活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 認知症対応型共同生活介護計画は、利用者の心身状況、希望や置かれている環境

等を踏まえて作成している。

② 作成した際は、利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ていれば交付

しなくてもよい。

③ 当該共同生活住居において完結する内容であることを踏まえ、指定認知症対応型

共同生活介護事業者の負担であっても、通所介護等のサービスを利用できない。

問４ 看取り介護加算について、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 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該

指針の内容を説明し、同意を得ていることが必要である。

② 医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者で

あれば、看取りに関する計画書の作成は必要ない。

③ 看取りに関する指針は、入居の際に入居者又は家族に説明し、同意を得ることが

必要である。
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問５ 認知症専門ケア加算について、次の３つの中から正しいものを一つ選ん

でください。 

 

① 日常生活に支障を来すおそれのある症状もしくは行動が認められる認知症の者

(日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ)に対し算定する。 

② 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議については対面で

行わなければならない。 

③ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定方法については、医師の判定結果又は主治

医意見書はなくてもよい。 
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