
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）配置要件

管理者は常勤で、原則として専ら当該指定地域密着型通所介護事業に従事する者で

なければなりません。ただし、次の場合で管理業務に支障がないと認められるときに

は、他の職務を兼ねることができます。

① 当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事する場合

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障が

ないと認められる範囲内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務

に従事する場合

○ 他の場所にある事業所や施設の業務に従事することはできません。

○ 同一敷地内等であっても、別の法人が行う業務に従事すると常勤要件を欠く

ことになり不適切です。

※「管理者の交代」、「管理者の氏名変更」、「管理者の住所変更」があった場合には、変

更届の提出が必要です。

２ 生活相談員 

（１）配置要件

事業所のサービス提供時間内に生活相談員が勤務する時間数の合計数を事業所のサ

ービス提供時間の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる

数の配置が必要です。 

《配置時間の考え方（計算方法の例：２単位の事業所）》

○サービス提供時間は、 1単位目：９時～14時 ５時間
2単位目：13時～18時 ５時間 

○ 配置基準を「満たす場合」と「満たさない場合」は、次のとおりです。

ア 配置基準を満たす場合

 

事業所のサービス提供時間 
９時～18 時（９時間） 

１単位目 

２単位目 

ポイント 

生活相談員Ａ

生活相談員Ｂ

勤務時間帯 ９時～14時（5時間）

勤務時間帯 10時～14時 15分(4時間 15分) 

合計 9時間 15分 

○ 事業所のサービス提供時間は９時～１８時の９時間であるため、ＡとＢのサービス提

供時間内の勤務時間が合計で９時間以上となっているため可。
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イ 配置基準を満たさない場合

○ 事業所のサービス提供時間は９時間であるが、ＡとＢのサービス提供時間内の勤務

時間が合計で９時間に満たないため不可。

《生活相談員の勤務時間には、利用者との相談業務だけでなく、次の業務も含めます。》 

① サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間

② 利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族を含めた相談・援助

のための時間

③ 地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担っ

てもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間 など

※生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域生活を支えるための取組であ

る必要があるため、事業所において、その活動や取組を記録しておく必要があります。

休憩時間の取扱いについて

労働基準法において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、勤務

延べ時間数に含めて差し支えありません。(サービス提供時間内に限る。)  

（２）資格要件

生活相談員は、次の①～④のいずれかの要件に該当する必要があります。

① 社会福祉主事任用資格（社会福祉法第 19条第１項各号のいずれかに該当する者）

② 介護福祉士

③ 介護支援専門員

④ 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で２年以上（勤務日数 360

日以上）介護等の業務に従事した者（直接処遇職員に限る。）

※ 資格要件を満たさない従業者は、生活相談員として従事できません。資格要件を満

たさない従業者を配置している場合は、人員基準違反として指導対象になります。

生活相談員Ａ

生活相談員Ｂ

勤務時間帯 8時～13時(4時間) 

勤務時間帯 14時～18時(4時間) 

合計 8時間 

ポイント 
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３ 看護職員・介護職員 

【利用定員が 10人以下の場合】 

（１） 看護職員

・看護職員については、事業所の定員が 10 人以下の場合は看護職員の配置は不要で

す。 

（２） 介護職員

・介護職員については、介護職員単体では、非常勤職員でも構いませんが、生活相談

員又は介護職員(事業所の利用定員が 10 人以下の場合で看護職員を配置する場合は

看護職員も含む)のうち１人以上は常勤職員であることが必要です。 

【利用定員が 11人以上の場合】

（１）看護職員

単位ごとに、専らサービス提供に当たる看護職員を１以上配置すること

※ 「看護職員」とは、看護師または准看護師の免許を有する者です。

○看護師の配置基準：事業所の定員数で判断します。

 複数単位で実施している場合で、１単位当たりの定員が 10 人以下であっても、

事業所の定員が、11 人以上の場合は全ての単位において、看護師の配置が必要ですので

ご注意ください。 

（例）「１単位目：月～金 15 人 ２単位目：土曜日のみ 10 人」の場合、２単位目の定

員は 10名ですが、事業所の定員は、15名となるため、土曜日を含むすべての単位で

看護師の配置が必要です。 

○ 提供時間帯を通じて専従する必要はありませんが、提供時間帯を通じて指定

地域密着型通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る必要があります。

○ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携で、看護職員が事業所の営業日ごとに

利用者の健康状態を確認し、病院等と提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っ

ている場合は、看護職員が確保されていることになります。

※「密接かつ適切な連携」：指定地域密着型通所介護事業所に駆けつけることができ

る体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保する

ことをいいます。

○ サービス提供日に看護職員を配置していない若しくは連携していない場合は、人員基

準違反です。必要に応じ看護職員の人員欠如減算の届出をしてください。

○ 看護職員が地域密着型通所介護と他事業所・施設を兼務する際には、地域密着型通所

介護の看護職員としても勤務していることが確認できるようにしてください。

ポイント 

注意 
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【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報 vol.454】 

(問 50) 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日

ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従

事時間が必要か。

また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲まで

を想定しているのか。

(答) 健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に

示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、

診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応

じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契

約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡

体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。

（２）介護職員

ア 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、平均提供時間数(※)に応じて、以下のとおり

専ら当該地域密着型指定通所介護の提供にあたる介護職員が必要です。

① 利用者の数が 15人までの場合：１以上

② 15人を超える場合：15人を超える部分の利用者数を５で除して得た数に１を加え

た数以上  

（※平均提供時間数：利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数） 

イ 指定地域密着型通所介護のサービス提供時間中、単位ごとに常時１名以上の従事が必

要です。

○ 生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければなりません。

４ 機能訓練指導員

(１)配置要件

利用者に日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を適切に

実施するために必要な日数及び時間数の配置が必要です。

(２)資格要件

機能訓練指導員は、次の①～⑥のいずれかの要件に該当する必要があります。

① 理学療法士  ② 作業療法士 ③ 言語聴覚士 ④ 看護職員（看護師又は准看護

師） ⑤ 柔道整復師  ⑥あん摩マッサージ指圧師

⑦ 一定の経験を有するはり、きゅう師（①～⑥の資格を有する機能訓練指導員を配置

する事業所で、６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者）

① 所定の資格要件を満たす生活相談員が配置されていなかった。

② 生活相談員が営業のために外出し、サービス提供時間中に不在となったため、基

準上確保すべき勤務延時間数の配置ができていなかった。

③ 個別機能訓練加算を算定しない事業所であったことを理由に、機能訓練指導員を配置して

いなかった。

指導事例 

注意 
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２ 設備基準について 

食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備

品等を備えなければなりません。

１ 食堂及び機能訓練室 

食堂及び機能訓練室は「利用定員×３㎡以上」を確保する必要があります。なお、食事

の提供の際に提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際に、その実施に

支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができるとされてい

ます。

《食堂、機能訓練室の有効面積算出に係る留意事項》

○ 食堂、機能訓練室の有効面積の算出の際は、内法（うちのり）で計測してください。

※ 建築図面等では、壁芯（壁の中央から中央）による計測が一般的で、内法（壁の内側か

ら内側）で計測すると、壁芯より短くなるので注意が必要です。

○ 機能訓練等のサービス提供に直接必要のない備品（書棚、食器棚、冷蔵庫等）、居住ス

ペースとしての使用が想定されないスペース（押し入れ、床の間、廊下、柱等）は、食

堂及び機能訓練室の有効面積から除外します。

エレベーターがない場合、出入口（または道）と異なる階層に食堂兼機能訓練室、静養室

を設置できません。

２ 相談室 

  相談室は、相談者のプライバシーの確保の観点から、原則、個室とします。プライバシ

ーの確保、話声、その他の雑音等が聞こえない、相談することに相応しい環境が整えられ

る場合にはパーテーション等で囲い、他の部屋の中に設置することは可能です。相談内容

が漏洩しないように配慮してください。

相談室は車イスをご利用の相談者や足腰の弱い相談者が来所されることも想定される

ため１階に設置することが望ましいです。やむを得ず２階、３階に設置する場合は、利用

者及び家族の安全を考慮した対応策を講じてください。

３ 静養室 

  静養室は、静養の観点、見守りの観点から、原則、食堂・機能訓練室に接続した個室と

します。プライバシーの確保、静養等が可能なスペースと認められる場合はカーテン、パ

ーテーションで囲ったスペースとすることができます。ベッドの大きさは１ｍ×２ｍ程度

としているところですが、ご利用者が実質的に使用できるスペース（＝マットレスの大き

さ、敷布団の大きさ）は 90cm×190cm 以上を確保してください。 
マッサージ施術用ベッドは幅が狭いため適切ではありません

ポイント 
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○ 事業所のレイアウトを変更する場合は、事前に届け出る必要があります。

レイアウトを変更したにもかかわらず、変更届の提出を怠っていたことが後で判

明した場合は、指導対象になります。

４ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

  消防法の規定（老人デイサービス事業を行う施設）で、次の設備を設置してください。

① 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定さ

れた設備を例示しており、それらの設備を確実に設置しなければなりません。最新の

設置基準等については、必ず消防署に確認してください。

② 消防法で設置義務がない 150 ㎡未満の事業所であっても、本市の事業所においては

調理等を行う場合は事業所内に消火器等を設置してください。調理等を行わない場合

であっても事業所内に消火器等を設置するようにしてください。

 

① 食堂及び機能訓練室に、静養室とは別にベッドを設置し、静養スペース

としていたため、実際に利用できる有効面積が減少していた。

② 非常災害に際し必要な設備（消火器等）が、設置されていなかった。

③ 相談室を他の用途の部屋に変えたため、相談室がなくなっていた。

参考：地域密着型サービス事業における設備等のガイドライン

指導事例 

注意 
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３ 地域密着型通所介護計画について 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、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、機能訓練等の目標、当該目標達成のための具体的なサ

ービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければなりません。 

１ 心身の状況などの把握 

サービスの提供にあたっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービ

ス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなりません。 

２ 地域密着型通所介護計画の作成等 

（１）居宅サービス計画に基づく作成

地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成する必要があるた

め、必ず介護支援専門員から居宅サービス計画を受領してください。

地域密着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該地域

密着型通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変

更してください。

（２）利用者等への説明と同意・交付

地域密着型通所介護計画は、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、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。

３ 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地域密着型通所介護計画を作成し、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地域密着型通所介護計画の提供の求めがあ

った際には、地域密着型通所介護計画を提供することに協力してください。

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 機能訓練等の目標が、居宅サービス計画の目標をそのまま転記していた。

③ 全ての利用者の地域密着型通所介護計画の内容が全く同じであった。

④ 利用者が事業所を利用する曜日や具体的なサービス内容が記載されていなかった。

指導事例 
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４ 
地域密着型通所介護で認められるサービス提供につ

いて 

１ 屋外でのサービス提供 

（１）機能訓練等を目的とした屋外でのサービス提供

地域密着型通所介護は、事業所内でのサービス提供を基本としますが、次の要件を

満たす場合には屋外でのサービス提供も可能です。

① あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること

② 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

 従って、機能訓練が目的ではなく、単に気分転換を目的としたものや娯楽を目的と

したもの※は、通所サービスの対象とならず、報酬算定ができません。

（※例示：近隣の公園等への散歩、遠方への外出や長期間の外出等）

（２）地域活動への参加を目的とした屋外でのサービス提供

次の要件を満たした場合は利用者が地域活動への参加を目的として屋外でサービス

提供することを可とします。

① あらかじめ通所介護等計画に位置付けられていること

② 地域活動への参加により、利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持ち、達成

感や満足感を得、自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとっ

て自らの日常生活の場であると実感できるよう支援すること

③ 良好な地域社会の維持及び形成に資する活動であること

職員配置について

① 外出サービスを行う場合には、外出した利用者を担当する職員と事業所内の利

用者を担当する職員をあわせて人員基準を満たすこと。

② それぞれの利用者の人数を勘案し、安全面に配慮した職員数を配置すること。

※外出してサービス提供を行うには、事業所内でサービス提供を行うことに比べ、よ

り安全面の確保に対する配慮が必要となることに留意して人員配置を行うこと。

２ 理美容サービス（保険外サービス）

（１）理美容サービスの位置づけ

理美容サービスは通所サービスに含まれませんが、通所サービスとは別に、利用者

の自己負担により理美容サービスを提供することは可能です。

（２）実施の要件

理美容サービスは、計画されている通所サービスのプログラムの時間とは別に行う

等の配慮が必要ですが、区分が明確であれば、地域密着型通所介護サービスの開始前

や終了後だけでなく、時間中の提供も可能です。ただし、次の対応が必要となります。

① 通所サービスと、それ以外のサービスの区分が明確になされた地域密着型通所介護

計画を、利用者本人（又はその家族）に対して説明し同意を得ていること。

② 通所サービスの時間から理美容サービスの時間を除外して報酬請求し、また、本人

等にサービス利用料とは別に、理美容に係る費用請求を行うこと。

留意点 

8



３ サービス提供時間中の医行為 

  医行為は、医師法や看護師法等により、医師や看護師といった医療職のみが行うことが

許される行為であり、介護従事者は行ってはならない行為です。 

 

（１）医行為の位置づけ 
利用者及びその家族の同意を得た上で、看護師等の資格を持つ職員が医師の指示の

下に行う医薬品の使用の介助については、通所サービスを提供する上で、必然的に生

じる範囲において可能です。（例：入浴後の褥瘡のガーゼ交換、経管栄養による食事、

インスリン注射、点眼薬の点眼など） 
 

   実施に係る留意事項 
主治医や担当のケアマネジャー、家族等からの情報提供により利用者の状態を十分 

把握し、緊急の事態も想定したうえで、主治医、ケアマネジャー、家族等に対して事

業所の看護師がどのような内容の医行為を行うのかあらかじめ伝えておく必要があ

ります。 
また、プランに位置付けたうえで、主治医、ケアマネジャー、家族等との連絡の内 

容、実施する前後の利用者の状況、実施した医行為の内容について記録を残す必要が

あります。 
なお、事業所の看護師が医行為を実施したとしても、この行為に対する報酬は一切 

算定できず、行為に対する過失があった場合は当該事業所の看護師が責任を問われる

場合がありますのでご注意ください。 
 
（２）適切でない医行為等 
  ① 通所サービスを提供する上で必然的に生じる範囲を超えた医療的処置等を行うこと

はできません。 
 

○ 看護師の資格を有する者であっても、医師の指示なく医療行為を行うことはで

きませんので、必ず指示を受け、指示内容を確認してください。 
 
４ 体験利用 
（１）体験利用の位置づけ 

「体験利用」として、サービス提供時間を通じて、地域密着型通所介護サービス利

用者と同様のサービスを提供する場合は、利用者からその費用の 10割の支払いを受け

る必要があります。無料とすることは、利用者間の公平等の観点から適正とはいえま

せん。 
 
（２）サービスの一部分の体験利用等 

サービスの一部分のみを体験してもらう場合には、時間で按分する等により、適切

な利用料金を徴収することも可能です。 
単なる見学は、無料で行っても差し支えありません。 

 
 
 

注意 

留意点 
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① 桜が満開だったので気分転換に花見に出かけ、地域密着型通所介護

サービスとして報酬算定していた。 

② 地域密着型通所介護のサービス提供として、機能訓練目的ではない、ショッピング

センターでの買い物やレストランで外食をしていた。 

 

【H14.5.14事務連絡 介護保険最新情報 vol.127】 

(問) デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して

理美容サービスを提供することはできるか。 

(答) 理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセン

ター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受け

ることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サー

ビスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供

時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。 
 

【H14.5.14事務連絡 介護保険最新情報 vol.127】 

(問) デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス

開始前又は終了後に限られるか。 

(答) 通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズ

に応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明

確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスと

それ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する

説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われているこ

とが必要である。 

 

※保険外サービスとの併用については【介護保険最新情報 vol.678】参照 

指導事例 
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５ 所要時間・サービス提供時間・記録等について 

 
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、地域密着型通所介護計画

に位置づけられた内容の地域密着型通所介護を行うための標準的な時間によります。 
 

２ ２時間以上３時間未満の算定 

（１）サービス対象者等 

① 心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者 

② 病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結び付けていく必要がある者 

③ その他、利用者側のやむを得ない事情により長時間の利用が困難な者 
（２）報酬単価 

所要時間２時間以上３時間未満のサービスを行う場合は、４時間以上５時間未満の

単位数の 100分の 70に相当する単位数を算定します。 
 

○  単に入浴のみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力

などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施される必要があります。 
 
３ 同一の日の異なる時間帯に複数の単位を利用する場合 
  同一の日の異なる時間帯に複数の単位を行う事業所においては、利用者が同一の日に複

数の指定地域密着型通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの地域密着型通所介護

の単位について所定単位数が算定されます。 
ただし、送迎を行わなかった単位については、送迎減算が適用されますのでご注意くだ

さい。 
 
４ 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（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には、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地域密着型通所介護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、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）、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営す

る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の合計が３年以上の介護職員である場合 

 

 

 

 

 

 

 

注意 
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５ サービス提供時間の短縮 

（１）体調不良等で短縮した場合 

地域密着型通所介護計画のサービス提供時間の際、利用者が体調を崩したため、途中

でサービス提供を中止した場合は、計画通りのサービス時間で報酬算定することができ

ます。 

利用者負担軽減の観点から、短縮した時間で算定することも可能です。なお、サービ

ス提供時間を大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべき

であり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定します。 
 

（２）あらかじめ決められた通院等により短縮した場合 
 当初から通院等で時間短縮が決まっている場合は、地域密着型通所介護計画を変更し、 
短縮後の時間で報酬算定してください。 

 
○ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したため、やむを得ず 1 時間程度

でサービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、

通所介護費を算定できません。 
  
６ サービス提供の記録等 

（１）サービス提供記録について 

   サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等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、その情報を

利用者に対して提供しなければならないとされています。 

  ※記録すべき内容としては 

  ① サービスの提供日  

② 提供した具体的なサービスの内容  

③ 利用者の心身の状況 

④ その他必要な事項 

とされています。 

 
 

① サービス提供記録には、サービス開始時間と終了時間が予め印字され

ており、実際のサービス提供時間が不明であった。 

② 利用者の通院を理由に３時間未満のサービス提供を行ったにもかかわらず、当初の

地域密着型通所介護計画に位置づけられたサービス提供時間数で報酬算定してい

た。 

③ 事業所到着直後に、体調不良で帰宅した利用者に対しては、２時間以上３時間未満

の報酬算定をしていた。 

 

指導事例 

注意 
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６ 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 時間延長サービス体制加算 

日常生活上の世話を行った後に引き続きサービス提供を行った場合に算定します。 

【算定要件】

日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間８時間以上９時間未満のサービス提

供を行った場合、又は所要時間８時間以上９時間未満のサービス提供を行った後に引き続

き日常生活上の世話を行った場合であって、当該サービスの所要時間と当該サービス提供

の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が９時間以上となった場合

に以下に掲げる単位数を所定単位数に加算します。

・ ９時間以上 10 時間未満の場合 ５０単位／日

・ 10 時間以上 11 時間未満の場合 １００単位／日

・ 11 時間以上 12 時間未満の場合 １５０単位／日

・ 12 時間以上 13 時間未満の場合 ２００単位／日

・ 13 時間以上 14 時間未満の場合 ２５０単位／日

【注意】所要時間８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して日常生活

上の世話を行う場合について、５時間を限度として算定されるものです。８時間以上９

時間未満の事業所のみ算定が可能です。 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、

かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものです。当該事業所の実情に応じて

適当数の従業者を配置してください。 

※利用者が事業所を利用した後に引き続き事業所の設備を利用して宿泊する場

合や宿泊した翌日において事業所の地域密着型通所介護等の提供を受ける場合には算

定することはできません。

２ 入浴介助加算 

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有し、入浴中の利用者の観察を含む

介助を行う場合について算定します。 

入浴介助加算（Ⅰ）４０単位／日 

【算定要件】 

① 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有していること。

② 入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合についても算定され

る。

重要 
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入浴介助加算（Ⅱ）５５単位／日 

【算定要件】 

① 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有していること。

② 入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合についても算定され

る。

③ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（以下この号におい

て、「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及

び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は

家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指

定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは

購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

④ 当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、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、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の下で、

当該利用者の身体状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別

の入浴計画を作成すること。

⑤ ④の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助

を行うこと。

３ 中重度者ケア体制加算 ４５単位／日 

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町村長に届け出た事業所が

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、サービス提供を行った場合に算定します。 

【算定要件】

① 指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を

常勤換算方法で２以上確保していること。

② 事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、要

介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が 100 分の

30 以上確保していること。

③ サービス提供を行う時間帯を通じて、専らサービス提供に当たる看護職員を１名以

上配置していること。（他の職務との兼務は認められない。）

中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護

者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施する

プログラムを作成することとされています。

・事業所の合併、別法人による事業の継承、譲渡又はサービスの転換（通所介護から地域密

着介護等へ転換）により、新規で指定を受ける際に事業所の職員に変更がないなど、事業所

が実質的に継続し、運営していると認められる場合には前年度の利用者延人員数の実績か

ら、算定要件を確認し、指定日より当該加算を算定することが可能です。ただし、上記の理

由により法人変更をした場合でも、算定できる期間は前法人で算定した期間を含めて最大６

月となります。

４ 生活機能向上連携加算 
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に届け出た事業所が外部

との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成し

た場合には、当該基準に掲げる区分に従い、（Ⅰ）については、利用者の急性憎悪等により

当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、（Ⅱ）

については１月につき算定します。 

ポイント 
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生活機能向上連携加算（Ⅰ）１００単位／月 （３月に１回を限度）

【算定要件】

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定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（病院にあっては、許可病床数が２００床

未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しな

いものに限る。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下こ

の号において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定地域密着型通所介

護事業所の機能訓練指導員等〔機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者〕が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成

を行っていること。

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適

切に提供していること。

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利

用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明

し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

生活機能向上連携加算（Ⅱ）２００単位／月 

【算定要件】

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定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等が、当該指定地域密着型通所介護

事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評

価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適

切に提供していること。

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利

用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明

し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

個別機能訓練加算を算定している場合、生活機能向上連携加算（Ⅰ）は算定

せず、生活機能向上連携加算（Ⅱ）は１月につき 100 単位を所定単位数に加算します。 

ポイント 
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５ 個別機能訓練加算 

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に届け出た指定地域密着

型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に

従い、（Ⅰ）イ及び（Ⅰ）ロについては、１日につき次に掲げる単位数を、（Ⅱ）について

は１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。ただし、個別機能訓練加算（Ⅰ）

イを算定している場合には、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロは算定できません。

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６単位／日 

【算定要件】 

次のいずれにも適合すること。 

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、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（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。）を１名以上配置していること。 

② 機能訓練指導員等〔機能訓練指導員、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、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療

法士等が計画的に機能訓練を行っていること。

③ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に

資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用

者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に

応じた機能訓練を適切に行っていること。

④ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上

で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後３月ごとに１回以上、利用者の居

宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該

利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて

個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。

⑤ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置 

＜要件等＞

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場

合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、

その曜日において理学療法士等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算

の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があらかじめ

定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。  

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職

務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における看

護職員としての人員基準の算定に含めない。 
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個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ８５単位／日 

【算定要件】 

① 個別機能訓練加算（Ⅰ）イの算定要件で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓

練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通

じて１名以上配置していること。 

② 個別機能訓練加算（Ⅰ）イの算定要件②から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合する

こと。 

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する際の人員配置 

＜要件等＞ 
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加え

て、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行

う時間帯を通じて１名以上配置すること。この場合において、例えば１週間のうち特定

の曜日だけ、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名以上及び専ら機能訓練を実施

する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置してい

る場合は、そ の曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当

該加算の算定対象となる。  
ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ

定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 
なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の

職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における

看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

 
 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イと（Ⅰ）ロの主な違い 
個別機能訓練加算（Ⅰ）イと（Ⅰ）ロでは、機能訓練指導員の配置と配置時間が異な

ります。算定に当たっては、その違いに留意する必要があります。 
  

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練は、 
類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含む）

に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用

いた実践的かつ反復的な訓練とすることとされています。 
個別機能訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効

果の確認を行い、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓

練の効果等について説明し、記録する必要があります。 
また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等に

ついて、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意

向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果等をふまえた個別機能訓練の

目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うことも必要です。 
 

 

注意 

ポイント 
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個別機能訓練加算（Ⅱ）２０単位／月 
【算定要件】 
次のいずれにも該当すること 
① 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ①から⑤まで又は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ①及び②に掲げ

る基準に適合すること。 
② 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実

施に当たって当該情報その他機能訓練の適切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。 

 
 

①  個別機能訓練計画が多職種共同で作成されたことが確認でき

なかった。 

② 開始時及びその後３月ごとに１回以上利用者の居宅を訪問して、計画の内容（評価を

含む）を説明していなかった。 

③ 玄関のみの訪問や家族からの聞き取りのみで個別機能訓練計画を作成しており、居宅

の状況を確認していなかった。 

④ 個別機能訓練計画の作成にあたり、全ての利用者が同一の記載となっており、利用者

ごとの目標、実施時間、実施方法等を定めていなかった。 

 

６ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）３０単位／月・（Ⅱ）６０単位／月 

 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL（日

常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定水準を超えた場合に算定可能です。利用者に対

して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から

１２月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき上記の単位数を所定単

位数に加算します。 

 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 

【算定要件】 
次のいずれにも適合すること。 

① 評価対象者 (当該事業所又は当該施設の利用期間(②において「評価対象利用期間」

という。)が６月を超える者をいう。)の総数が 10人以上であること。 

② 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」

という。）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場

合については、当該サービスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、そ

の評価に基づく値(以下「ＡＤＬ値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごと

に厚生労働省に当該測定を提出していること。 

③ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ

値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基

準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」という。)の平均値が１以上であること。 

 

 

 

 

指導事例 
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ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 

【算定要件】 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

①ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）算定要件①及び②の基準に適合するものであること。  

② 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が２以上であること。 
 
 

 
・ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Ｂａｒｔｈｅｌ Ｉｎｄｅｘを用い

て行うものとします。 
・ＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上

位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。）及び下位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に１未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下この号に

おいて「評価対象利用者」という。）とします。 
・他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については、

リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実

施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含めるものとします。 
 
ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）について 

＜留意点＞ 

① 令和３年３月 31 日において現に、令和３年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持

等加算に係る届け出を行っている事業所であって、ADL 維持等加算(Ⅰ)及び（Ⅱ）に係

る届け出を行っていないものは、令和５年３月 31 日までの間はＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）

を算定することができる。この場合の算定要件等は、令和３年度介護報酬改定による改

正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の要件によるものとする。 

② ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）の算定に係る事務処理手続等の詳細については、この通知に

定めるもののほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について（平

成 30 年４月６日老振発第 0406第１号、老老発第 0406 第３号）」におけるＡＤＬ維持等

加算（Ⅰ）の事務処理手順等を参考にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 
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７ 認知症加算 ６０単位／日 

  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町村長に届け出た指定地域密着

型通所介護事業所において、厚生労働大臣が定める利用者に対してサービス提供を行った

場合に算定します。 

【算定要件】

① 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常

勤換算方法で２以上確保していること。

② 前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来

すおそれのある症状又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の占

める割合が 100分の 20以上であること。

③ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の

提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、

認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を１以上確保していること。

認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資す

るケアを計画的に実施するプログラムを作成することとされています。

・事業所の合併、別法人による事業の継承、譲渡又はサービスの転換（通所介護から

地域密着介護等へ転換）により、新規で指定を受ける際に事業所の職員に変更がない

など、事業所が実質的に継続し、運営していると認められる場合には前年度の利用者

延人員数の実績から、算定要件を確認し、指定日より当該加算を算定することが可能

です。ただし、上記の理由により法人変更をした場合でも、算定できる期間は前法人

で算定した期間を含めて最大６月となります

８ 若年性認知症利用者受入加算  ６０単位／日（届出：必要） 

【算定要件】

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に届け出た指定地域密

着型通所介護事業所が、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412

号）第２条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。

以下同じ）に対してサービス提供を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、

１日につき 60単位を所定単位数に加算する。

＜留意点＞

□ 受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）

ごとに個別の担当者を定めている必要があります。

□ 認知症加算を算定している場合は、算定しません。

□ 65 歳の誕生日の前々日までが対象となります。

ポイント 
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９ 栄養アセスメント加算 ５０単位／月 

  以下の基準に適合しているものとして市長に届け出て、利用者に対して、管理栄養士が

介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべ

き課題を把握することをいう。以下において同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加

算として、1月につき 50単位を所定単位数に算定します。ただし、当該利用者が栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した

日の属する月は、算定しません。  

【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。 
① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 
② 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明

し、相談等に必要に応じ対応すること。 
③ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切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。 
④ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 
10 栄養改善加算 ２００単位／回 

  以下の基準に適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそ

のおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的

に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、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。 

【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。 
① 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 
② 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相

談員その他の職種の者（以下、「管理栄養士等」という。）が共同して、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 
③ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄

養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録

していること。 
④ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 
⑤ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当していないこと。 
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11 口腔・栄養スクリーニング加算  

  基準に適合する指定地域密着型通所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次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算します。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せず、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。   

 
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）２０単位 

【算定要件】 
以下の①、②のいずれかに適合すること。 
① 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 イ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費を算定して

いること。 
 ロ 利用開始時及び利用中六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健康状態に関する情報（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。 

 ハ 利用開始時及び利用中六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。 

 ニ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

  (1) 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に

係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月であること。 

    (2) 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けてい

る間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

 ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

② 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  イ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の療養通所介護費を算定しているこ

と。 

 ロ 利用開始時及び利用中六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健康状態に関する情報（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。 

 ハ 利用開始時及び利用中六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。 

 ニ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位 

【算定要件】 
以下の①、②のいずれにも適合すること 
① 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費を算定している

こと。 

② 以下のいずれかに適合すること 

 イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 定員超過利用・人員基準欠如に該当しておらず、利用開始時及び利用中六月ごと

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健康状態に

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。 

(2) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が

栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

(3) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向

上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する

月ではないこと。 

 ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  (1) 定員超過利用・人員基準欠如に該当しておらず、利用開始時及び利用中六月ごと

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。  

    (2) 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改

善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

    (3) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向

上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する

月であること。 

 

12 口腔機能向上加算 (３月以内の期間に限り１月２回まで) 

基準に適合しているものとして市長に届け出て、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

は口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に

２回を限度として１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。また、口腔機

能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せ

ず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引

き続き算定することができます。 
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口腔機能向上加算（Ⅰ）１５０単位 

【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。 

口腔機能向上加算（Ⅱ）１６０単位 

【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の適切か

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。 
 

13 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地域密着型通所

介護事業所が、利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合は、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（介護保険法第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 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介護の提

供に当たって、イに規定する情報その他指定地域密着型通所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。 

 
 
 
 
 

ポイント 
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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（Ｐ

ＤＣＡ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、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りません。

14 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合

の対応加算 

 感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサー

ビス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の

増加が生じている場合に算定が可能です。 

【算定要件】

感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数の 

減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも

100 分の５以上減少している場合に、市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、指定認知症対応

型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回

につき所定単位数の 100分の３に相当する単位数を所定単位数に加算します。 

ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の 

事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限

り、引き続き加算することができます。 

事業所の合併、別法人による事業の継承、譲渡又はサービスの転換（通所介

護から地域密着通所介護等へ転換）により、新規で指定を受ける際に事業所の職員に

変更がないなど、事業所が実質的に継続し、運営していると認められる場合には前年

度の利用者延人員数の実績から、算定要件を確認し、指定日より当該加算を算定する

ことが可能です。ただし、上記の理由により法人変更をした場合でも、算定できる期

間は前法人で算定した期間を含めて最大６月となります

15 定員超過 

（１）定員超過による減算の適用

単位ごとに、月平均の利用者数が市町村長に提出した運営規程に定められている利用定

員を超えた場合は、次の月の地域密着型通所介護費は利用者全員について所定単位数に

100 分の 70を乗じて得た単位数で算定します。

ポイント 

ポイント 
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●減算適用時期：利用者の数が、定員超過利用の基準に該当することになった場合は、そ

の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位

数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数で算定します。

定員超過利用が解消された場合は、解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数

が算定されます。

 定員超過利用による減算適用期間中は、栄養改善加算、口腔・栄養スクリーニング加

算、口腔機能向上加算、サービス提供体制強化加算も算定できません。加算の取り下げ

が必要（口腔・栄養スクリーニング加算は届出不要）になりますので注意してくださ

い。

16 人員欠如 

単位ごとに、人員基準に定める員数の看護職員（利用定員11名以上の場合のみ）又は介

護職員を置いていない状況で行われた場合は、利用者全員について所定単位数に100分の

70を乗じて得た単位数で算定します。

（１）人員基準欠如を計算する際の数について

○ 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職員の平均

は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除し

て得た数とする。

○ 介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数を用いる。こ

の場合、１月間の勤務延時間数は、配置された職員の１月の勤務延時間数を、当該月に

おいて本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

（２）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

⇒ この場合、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、利

用者全員について、所定単位数の 70％に減算されます。

【看護職員】

サービス提供日に配置された看護職員の延べ人数
＜ ０．９

  サービス提供日数

【介護職員】

当該月に配置された介護職員の勤務延時間数
＜ ０．９

当該月に配置すべき介護職員の勤務延時間数
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（３）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

⇒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、利用者全員におい

て所定単位数の 70％に減算されます。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。

【看護職員】

サービス提供日に配置された看護職員の延べ人数
０．９≦   ＜ １．０

サービス提供日数

【介護職員】

当該月に配置された介護職員の勤務延時間数
０．９≦  ＜ １．０

 当該月に配置すべき介護職員の勤務延時間数

 人員基準欠如による減算適用期間中は、栄養改善加算、口腔・栄養スクリーニング加

算、口腔機能向上加算、サービス提供体制強化加算も算定できません。加算の取り下げ

が必要（口腔・栄養スクリーニング加算は届出不要）になりますので注意してくださ

い。

17 同一建物減算 

地域密着型通所介護事業所等と同一建物に居住する又は地域密着型通所介護事業所等と

同一建物から通う利用者については、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要な場

合を除き、所定の単位数（94 単位／日）を減算します。

【算定要件】

・ 地域密着型通所介護事業所等と同一建物(※１)に居住する者又は同一建物(※１)か
ら当該事業所に通う者に対し、指定地域密着型通所介護等を行っていること。

・ 傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要である

と認められる利用者に対して送迎を行う場合(※２)は、減算を行わないこと。

(※１)同一建物とは・・

⇒ 地域密着型通所介護事業所等と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであ

り、具体的には、当該建物の一階部分に地域密着型通所介護事業所等がある場合や、

当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当します。同一敷地内にある別棟の建

築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。
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(※２)例外的に減算対象とならない場合 
⇒ 傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情

により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対

象となりません。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難

な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、２人以

上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定地域密着型通所介護事業所の間

の往復の移動を介助した場合に限られます。ただし、この場合、２人以上の従業者に

よる移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員

とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について地域密着型通所

介護計画に記載し、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しな

ければなりません。 
 

18 送迎減算  

送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所

が送迎を実施していない場合）は減算の対象となります。 
 
※「平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.２)」(平成 27年 4月 30日)より 

（問５）指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外の

サービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き

帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47 単位×２) と同一建物減

算(94 単位)のどちらが適用されるのか。 
（答） 同一建物減算(94 単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所

と同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は

送迎減算(47 単位×２)が適用される。 
なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎 

減算(47 単位)が適用される。 

 
① 介護保険の利用者のほか自費の利用者も受け入れている事業所で、自

費利用者も含めた利用者数の合計が利用定員を超過しており、定員超

過による減算（過誤調整）となった。 

② イベントの開催日に定員を超過していた。 

③ 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。 

④ 宿泊サービスを利用している利用者に、送迎減算をしていなかった。 

⑤ 同一建物の定義を、有料老人ホーム等の施設で 20 名以上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 
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７ 
通所介護事業所等における宿泊サービスについ

て 

 
１ 指針の遵守について 

本市は、市内宿泊サービス事業者を対象として平成 26年５月１日から「横浜市における

指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の運営等に関する指針（以下「旧指

針」という。）」を施行していました。しかし、平成 27 年４月 30 日に厚生労働省が「指定

通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供す

る場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について（以下「国指針」という。）」を発

出したことから、国指針に準じる内容に指針の改正を行い、平成 27 年 12 月１日から「横

浜市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外の

サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針（以下「改正指針」と

いう。）」を施行しています。 

 
２ 宿泊サービス計画書の作成について 

宿泊サービスが位置づけられた居宅サービス計画に沿って宿泊サービス計画書を作成し、

利用者に対して宿泊サービスを提供する必要があります。宿泊サービスの作成にあたって

は、提供期間・達成目標・必要性等を明記し、適切に評価を行ってください。 
また、宿泊サービス事業者と連携し、利用者の心身の状況等の把握に努めなければなり

ません。利用者の尊厳の保持及び安全確保の徹底を図るとともに、利用者の心身の状況等

に応じた適切なサービスが提供されるように必要な支援を行ってください。 
 

 

 

 

 

 

 

３ 指針における本市独自の内容について 

市内宿泊サービス提供実態等を踏まえ、利用者側のやむを得ない理由があることや、安

全の確保等の徹底を要件として、一部に緩和要件を設けています。 
（１）宿泊サービス事業所の定義を拡大 

（２）宿泊室の面積要件を緩和（利用者側のやむを得ない事情がある場合に限る） 

（３）利用者からの同意を文書により得ることを規定（条例に準拠） 

（４）暴力団排除要件を規定 

 

 

 

 

 

宿泊サービス事業所は利用者の居宅とみなすことはできないため、訪問看護や福

祉用具貸与等の居宅サービスを利用することができません。 
利用者が必要とするサービスの提供が困難であると判断した場合は、サービスの

変更等の必要な措置を速やかに講じてください。 
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４ 宿泊サービスの提供について 

  居宅介護事業所と、通所介護事業所等が密接に連携を図った上で、その利用が本来の目

的に沿ったものであるか否かを改めてご確認いただき、必要に応じて他の介護保険サービ

ス（短期入所生活介護、短期入所療養介護、特養・老健や GH などの高齢者施設への入所

等）への変更等をご検討いただくようお願いいたします。

あくまでも一時的であり、緊急時又は短期的利用に限って宿泊サービスを利用して

ください。

 
次ページ参照につきご留意ください。

「通所介護事業所における宿泊サービスの提供について(令和 3 年９月１７日事務連

絡)（PDF：104KB）」 
横浜市トップページ＞事業者向け情報＞分野別メニュー＞福祉・介護＞高齢者福祉・ 
介護＞介護保険関連情報＞運営関連情報＞介護保険事業者運営・開設関連情報

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/ 
unei/kaigo.html 

ポイント 

注意 
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８ 
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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９ 横浜市介護予防・日常生活支援総合事業 

 

１ 介護予防・生活支援サービス事業の実施状況 

横浜市の「介護予防・生活支援サービス事業」（介護保険法第 115条の 45第１項第１号

に規定する事業）についての実施状況は、次のとおりです。 

 

【実施状況一覧】 

 

 

 

横浜市のサービス名称 本市での実施時期 本市での考え方

①訪問介護
（旧介護予防訪問介護に
相当するサービス）

横浜市訪問介護
相当サービス

平成28年１月開始
専門的なサービスが必要と認められる場合に提供する
サービスとして、旧介護予防訪問介護に相当するサービス
（訪問介護員等によるサービス）を実施します。

②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサー
ビス）

横浜市訪問型生活援助
サービス

平成28年10月開始

介護予防訪問介護よりも人員等の基準を緩和し、必ずしも
専門的なサービスが必要でない方に生活援助を行えるよう
にします。
これにより、介護人材のすそ野を広げます。

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

横浜市介護予防・生活支
援サービス補助事業
（横浜市訪問型支援）

平成29年10月開始

住民主体の有償・無償のボランティア等が、要支援者等の
利用者宅に定期的に訪問して提供する生活援助等の支
援。
一定の基準を満たす活動団体に対して、補助金を交付しま
す。

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

横浜市訪問型短期予防
サービス

平成28年１月開始

早期介入による閉じこもり予防及び改善、社会参加の促進
並びに介護予防を目的に、保健・医療の専門職が３～６か
月の短期間で集中的に実施するサービスです。
区福祉保健センターの看護師、保健師が直営で実施し、本
人の状態像にあった適切な支援及び地域資源へのつなぎ
を行うことで、社会参加、要支援状態からの自立の促進及
び重度化予防を目指します。

①通所介護
（旧介護予防通所介護に
相当するサービス）

横浜市通所介護
相当サービス

平成28年１月開始
専門的なサービスが必要と認められる場合に提供する
サービスとして、旧介護予防通所介護に相当するサービス
を実施します。

②通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

横浜市介護予防・生活支
援サービス補助事業
（横浜市通所型支援）

平成29年10月開始

住民主体の有償・無償のボランティア等が、要支援者等を
中心とした利用者に対して、定期的に高齢者向けの介護
予防に資するプログラムを提供する支援。
一定の基準を満たす活動団体に対して、補助金を交付しま
す。

①栄養改善を目的とした
配食

横浜市介護予防・生活支
援サービス補助事業
（横浜市配食支援）

平成29年10月開始

住民主体の有償・無償のボランティア等が、要支援者等の
利用者宅に定期的に訪問し、栄養改善を目的とした配食
や一人暮らし高齢者等に対して見守りとともに配食を提供
する支援。
一定の基準を満たす活動団体に対して、補助金を交付しま
す。

②住民ボランティア等が
行う見守り

横浜市介護予防・生活支
援サービス補助事業
（横浜市見守り支援）

平成29年10月開始

住民主体の有償・無償のボランティア等が、要支援者等の
利用者宅に定期的に訪問し、見守りのサービスを提供する
支援。
一定の基準を満たす活動団体に対して、補助金を交付しま
す。

その他生活支
援サービス

『総合事業の構成例』における類型

訪問型
　　サービス

通所型
　　サービス
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２ 利用手続 

 

３ 介護予防ケアマネジメント 

本市が実施する介護予防ケアマネジメントの類型は、以下のとおりです。 

 

(1) ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

指定事業者によるサービス及び横浜市訪問型短期予防サービスを利用する場合等に実

施 

(2) ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

横浜市介護予防・日常生活支援サービス補助事業（サービスＢ・その他生活支援サー

ビス）及び一般介護予防事業を利用する場合等に実施 

 

４ 横浜市訪問型生活援助サービス（サービスＡ） 

横浜市訪問型生活援助サービス（サービスＡ）は、多様な主体による重層的なサービス

提供を目的として、従前の介護予防訪問介護よりも人員の基準を緩和し、必ずしも専門的

なサービスを必要とされない方に、生活援助を行えるようにしたものです。事業の趣旨を

ご理解いただき、積極的な活用をお願いします。 

 

(1) 従業者 

訪問介護員等に加えて、横浜市が作成した標準テキストを使用して事業者が実施する

研修を修了した者（一定の研修修了者）又は介護に関する入門的研修の修了者（入門的

研修修了者）となります。 

 

○介護予防サービス

・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防福祉用具貸与 など

○地域密着型介護予防サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業

【訪問型サービス】

・横浜市訪問介護相当サービス

・横浜市訪問型生活援助サービス

・横浜市訪問型支援

・横浜市訪問型短期予防サービス

【通所型サービス】

・横浜市通所介護相当サービス

・横浜市通所型支援

【生活支援サービス】
・横浜市配食支援
・横浜市見守り支援

○一般介護予防事業
（※すべての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

（元気づくりステーション）

・地域リハビリテーション活動支援事業

利
用
者

区
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
相
談

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定 要支援１・要支援２

非該当

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○その他

（※すべての高齢者が利用可）

・住民主体のミニデイサービス

・介護予防グループ
一般高齢者

要介護１
～

要介護５

事業対象者

変更なし

総
合
事
業

要
介
護
認
定
申
請

予
防
給
付

予防給付のみ

予防給付

総合事業のみ

総合事業

総合事業
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＜人員の基準（抜粋）＞ 

 訪問介護、 

訪問介護相当サービス 

訪問型生活援助サービス 

（サービスＡ） 

従業者の員数 常勤換算2.5以上 必要数 

従業者の主な資格

要件 

・介護福祉士 

・実務者研修修了者 

・介護職員初任者研修修了者 

・生活援助従事者研修修了者 

・介護福祉士 

・実務者研修修了者 

・介護職員初任者研修修了者 

・生活援助従事者研修修了者 

・一定の研修修了者 

・入門的研修修了者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 令和４年10月提供分以降のサービスコード 

令和４年 10 月に「国が定める額」が改定されることを踏まえ、サービス単価を改正し、

サービスコード表の更新を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他、横浜市介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報は、以下のＵＲＬに掲載し

ていますので、ご確認ください。 

◆横浜市ホームページ>事業者向け情報>分野別メニュー>福祉・介護>高齢者福祉・介護> 

事業者指定・委託等の手続き>介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）関連 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-

kaigo/kaigo/shinsei/sogo/ 

 

 

※横浜市訪問型生活援助サービス標準テキストは、以下のＵＲＬに掲載しています。 

◆横浜市ホームページ>事業者向け情報>分野別メニュー>福祉・介護>高齢者福祉・介護> 

事業者指定・委託等の手続き>介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）関連> 

介護予防・生活支援サービス事業>横浜市訪問型生活援助サービス 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-

kaigo/kaigo/shinsei/sogo/servicejigyou/service-a.html 

※サービスコード表は、以下のＵＲＬに掲載していますので、ご確認ください。 

◆横浜市ホームページ>事業者向け情報>分野別メニュー>福祉・介護>高齢者福祉・介護> 

事業者指定・委託等の手続き>介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）関連> 

サービスコード表・単位数表マスタ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-

kaigo/kaigo/shinsei/sogo/servicecode.html 
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10 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 

38



11 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 管理者について、同一敷地内で別の法人が行う業務に従事することは不適切であ

る。

② 生活相談員の勤務時間にはサービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための

時間は含めない。

③ 機能訓練指導員について、はり、きゅう師には一定の経験が必要とされている。

問２ 設備基準について、次の３つの中から、正しいものを一つ選んでくださ

い。 

① 静養室のベッドについては、マッサージ施術用ベッドでも問題ない。

② 相談室は車イスをご利用の相談者や足腰の弱い相談者が来所されることも想定さ

れるため１階に設置することが望ましい。

③ 指定更新時等に平面図を提出すれば、レイアウト変更をした際には、変更届を提

出しなくてもよい。

問３ 地域密着型通所介護計画の作成について、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 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成する必要があ

るため、必ず介護支援専門員から居宅サービス計画を受領する。

② 地域密着型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、居宅

サービスに沿ったものであるか確認しなくともよい。

③ 地域密着型通所計画については、利用者又はその家族に説明し、文書による同意

を得て交付する必要がある。

問４ サービス提供について、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 機能訓練が目的ではなく、気分転換や娯楽を目的とした屋外でのサービス適用は

報酬算定ができない。

② 理美容サービスについては、利用者の自己負担により提供することが可能である。

③ サービス提供時間中の医行為について、看護師の資格を有していれば医療行為を

自由に行って問題ない。
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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 時間延長サービス加算は、所要時間８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護

の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、５時間を限度として算

定される。 

② 若年性認知症利用者受入加算は 65歳の誕生日前日までが対象となる。 

③ 個別機能訓練加算の個別機能訓練について、利用者又はその家族に説明していれ

ば記録の必要はない。 
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