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第 1 根拠法令等（主なもの） 
 

 

○富士市地域密着型サービス基準条例 

富士市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25 年富士市条例第 21 号） 

○富士市地域密着型介護予防サービス基準条例 

富士市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成 25 年富士市条例第 22 号） 

○富士市居宅介護支援等基準条例 

富士市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成 30 年富士市条例第 22 号） 

○富士市介護予防支援等基準条例 

富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例（平成 27 年富士市条例第 22 号） 

○富士市地域密着型サービス基準規則 

富士市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則（平成 25 年富士市規則第 25 号） 

○富士市地域密着型介護予防サービス基準規則 

富士市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める規則（平成 25 年富士市規則第 26 号） 

○富士市指定居宅介護支援等基準規則 

富士市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則（平成 30 年富士市規則第 53 号） 

○富士市介護予防支援等基準規則 

富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める規則（平成 27 年富士市規則第 30 号） 

○指定居宅サービス等基準 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号） 

○地域密着型サービス等基準解釈 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331004

号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知） 

○地域密着型サービス報酬告示 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号） 

○利用者等告示 

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号） 

○基準告示 

厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号） 

○施設基準告示 

厚生労働大臣が定める施設基準（平成 27 年厚生労働省告示第 96 号） 

○地域密着型サービス等報酬告示解釈 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年 3 月 31 日老計発 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第

0331018 号） 

○その他の日常生活費の取扱通知 

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12 年３月 30 日老企第 54 号） 

○日常生活費等の受領通知 

介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成 12 年 11 月 16 日老振第 75 号・老健第 122 号） 
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第 2  人員、設備及び運営に関する基準  
  

 

Ⅰ 基本方針 

 

＜同一施設内で併設する場合の留意事項＞ 

介護老人福祉施設等の同一フロア内で、指定（地域密着型）通所介護と指定認知症対応型

通所介護を併設する場合については、従業者がそれぞれ別のサービスであることを十分に理

解した上で、サービスを提供する必要があります。特に指定認知症対応型通所介護について

は対象者を「認知症である者」に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であること

から、一般の通所介護と一体的な形で実施することのないよう、十分に留意してください。 

 

ＱＡ一般の通所介護との一体的実施                     Ｈ18.２.24 

問 一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うこ

とは可能か。 

（答） 認知症対応型通所介護は、対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサー

ビス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められない。 

認知症対応型通所介護を一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合には、

例えばパーティション等で間を仕切るなどにより、職員、利用者及びサービスを提供する

空間を明確に区別することが必要である。 

 

Ⅱ 人員に関する基準 

１ 用語の定義   

⑴ 常勤 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいいます。 

※ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第１項

に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障が

ない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とされています。 

 

○ 同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務

と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る

勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすも

のであることとします。 

⑵ 常勤換算方法 

次の式により、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。 
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 当該事業所の従業者の勤務延時間数  

 
当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数 

（32（30）時間を下回る場合は 32（30）時間を基本とする。） 
 

 

この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間

の延べ数です。 

 

ＱＡ 常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い          Ｈ14.3.28 

問 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出

張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

（答） 常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数

に換算する方法」であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービ

スの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間

（待機の時間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である。 

以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従

事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。なお、常

勤の従業者の休暇等の期間についてはその期間が暦月で 1 月を超えるものでない限り、常

勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 

２ 管理者    

指定地域密着型通所介護 

○ 事業所ごとに専従する常勤の者であること。 

○ ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、以下の職務を兼ねることができる。 

① 当該事業所の地域密着型通所介護従業者 

② 他の事業所、施設等の管理者又は従業者（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限る。）。 

※管理者は地域密着型通所介護従業者である必要はないものとされる。 
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３ 従業者の員数   

区分 指定地域密着型通所介護 

利用定員 利用定員 11 人以上 10 人以下 

生活相談員 

提供日ごと、サービス提供開始時刻から終了時刻まで（以下、「サービス

提供時間帯」という。）に生活相談員が勤務した時間数の合計をサービス

提供時間帯の時間数で除して得た数が 1 以上 

介護職員 

① 単位ごと、サービス提供時間帯に、常時１名以上確保 

② サービス提供時間帯に介護職員が勤務し
た時間数の合計をサービス提供時間数で除
して得た数が 
○ 利用者の数 15 人までは１以上 
○ 16 人以上の場合は、15 人を超える部

分の利用者の数を５で除した数に１を加
えた数以上 

② サービス提供時間帯
に看護職員又は介護職
員が勤務した時間数の
合計をサービス提供時
間数で除して得た数が
１以上 

看護職員 単位ごと、専従１以上 

機能訓練指導員 １以上 

※ 「サービス提供時間帯の時間数」は、サービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービス提

供されていない時間帯を除く）とする。 

※ 「サービス提供時間数」は、当該単位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の

合計を利用者の数で除して得た数）とする。 

※ 指定地域密着型通所介護では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ら

ない。 
 
＜確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式＞ 

○ 利用者数 15 人まで 

   単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

 

○ 利用者数 16 人以上 

   単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供時間数 

 

※ 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 

 

  例えば、利用者数 18 人、提供時間数を５時間とした場合、（18－15）÷５＋１＝1.6 とな

り、５時間の勤務時間数を 1.6 名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、

５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。利用者数と平均提供時間数に応

じて確保すべき勤務延時間数の具体例を別表１に示す。 
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【別表１】 

●地域密着型通所介護の人員配置基準を満たすために必要となる介護職員の勤務時間数の具体例

（単位ごと） 

 平均提供時間数（時間） 

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

利
用
者 

5 人 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

10 人 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

15 人 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

16 人 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 

17 人 4.2 5.6 7.0 8.4 9.8 11.2 12.6 

18 人 4.8 6.4 8.0 9.6 11.2 12.8 14.4 

 

＜他の事業所や事業所内で複数の職務に従事する従業者について＞ 

管理者を含む従業者が、他の事業所や当該事業所内で複数の職務に従事する場合について

は、それぞれの配置要件を満たした上で、当該事業所での勤務時間やそれぞれの職務の勤務

時間を勤務表に明確に位置付けてください。 

加えて、当該従業者が、別々のサービスや職務に従事していることを意識する上でも、出

勤簿や勤務実績等には、どちらのサービスに従事しているか明確に表記することに努めてく

ださい。 

 

⑴ 生活相談員 

平成 24 年 4 月 1 日以降、静岡県において、介護老人福祉施設等の生活相談員の資格要件に

ついて、「同等以上の能力を有すると認められる者」の取扱いが後述のとおり改正されている。 

富士市においても、対象サービスの生活相談員の資格要件について静岡県の取扱いに準じる。 

 

生活相談員の資格要件 平成 24 年 4 月 1 日以降の取扱い 

社会福祉主事任用資格者 

○ 社会福祉に関する科目を修めて卒業

した者 

○ 養成機関又は講習会を修了した者 従来の取扱いから変更なし 

社会福祉士 

精神保健福祉士 
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同等以上の能力を有すると認められる者 

ア 介護支援専門員の資格を有する者 

イ 介護福祉士の資格を有する者 

ウ 申請法人（事業者）が開設する社会福祉施

設等において 3 年以上かつ 540 日以上介護

業務等に従事した実績があり、事業者が生活

相談員の能力を有すると認める者 

※ 社会福祉施設等の範囲は変更なし 

⑵ 看護職員   

利用定員 11 人以上の指定地域密着型通所介護事業所については、提供時間帯を通じて専従

する必要はないが、看護職員（看護師又は准看護師）を、単位ごとに専従 1 以上を確保しなけ

ればならない。また、看護職員は、提供時間帯を通じてその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こと。 

病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定地域密着型通所介護

事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーション

と指定地域密着型通所介護事業所が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

には、看護職員が確保されているものと取り扱う。 

なお、病院、診療所、訪問看護ステーションとの密接かつ適切な連携については、書面にて、

連携体制等に関する契約を交わし、指定地域密着型通所介護事業所において、看護職員が利用

者の健康状態の確認を行っていることが担保されるよう、勤務表に勤務時間を記載し、業務日

誌等に確認事項を記録すること。 

⑶ 機能訓練指導員  

基準上に規定された「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師、き

ゅう師の資格を有する者（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月以上勤務し、

機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）とする。 

なお、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、当

該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないとされるが、機能訓練指

導員の配置が緩和されたものではないことに留意すること。 

 

＜機能訓練指導員の勤務時間について＞ 

機能訓練指導員の 1 ヶ月当たりの勤務時間数が機能訓練指導員としての業務を行うのに

十分ではない事業所が散見されます。 

利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、効果的な機能訓練等のサービスを提供できる

ように勤務時間を確保してください。 
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Ⅲ 設備に関する基準 

 

１ 設備及び備品等             

 

⑴ 食堂及び機能訓練室  

食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平

方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。また、食事の提供の際にはその提供に支

障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際には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。 

 

＜食堂及び機能訓練室の注意点＞ 

食堂及び機能訓練室にベッドを常時配置する場合 

食堂及び機能訓練室に静養目的のベッドを常時配置する場合は、当該ベッドを配置する面積

は食堂及び機能訓練室の面積から除外すること。 

⑵ 相談室  

遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

⑶ 静養室・事務室  

○ 静養室の複数の利用者が使用するベッドの枕カバーやシーツは、利用者が使用するたびに

交換するか、タオル等を敷いて利用者ごとに交換し、衛生的に使用すること。 

○ 事務室等に保管されている個人ファイル等は、鍵付のキャビネットに保管する、目隠しを

する等、個人情報の保護に配慮すること。 

⑷ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備  

「消火設備その他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

設備を示し、それらの設備を確実に設置しなければならない。 

 

●運営指導● 助言事項 

食堂及び機能訓練室に、使用していない車椅子や荷物、職員用のマッサージ器等が置かれ

ていました。サービス提供に支障がないよう、食堂及び機能訓練室として必要な面積を確保

してください。 

 

●運営指導● 助言事項 

台所の冷蔵庫や居室のテレビ等は、地震が発生した場合に転倒し、利用者や従業者が怪我

をしたり通行の妨げになったりすることがないように耐震固定等を行ってください。 
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●運営指導● 助言事項 

入居者自らが適切な姿勢で食事ができるように、食堂のテーブルや椅子等の高さを調整し

てください。 

 

２ 設備等の定期的な点検、管理       

＜施設等での福祉用具等の費用負担について＞ 

指定福祉用具貸与及び指定特定福祉用具販売については利用者の居宅において提供される

サービスであり、事業所においてサービスを提供するために必要な福祉用具については、原則

として事業所の負担において整備してください。 

例えば、利用者が自宅では使用しないが、地域密着型通所介護内の機能訓練を行うために必

要な歩行器について、利用者負担で購入や貸与をさせることが無いようにしてください。 

 

Ⅳ 運営に関する基準 

 

１ 内容及び手続の説明及び同意       

サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関

する規程（運営規程）の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法、事故発生

時の対応等、利用申込者がサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書（重要

事項説明書）を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を

得ること。 

●運営指導● 助言事項 

第三者評価事業については、利用者のサービス選択に資すると認められる重要事項に当た

るため、「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」、「実施した評価機関の名称」、

「評価結果の開示状況」を重要事項に記載した上で、利用申込者及びその家族に対し説明を

行うよう留意してください。 

なお、第三者評価の実施については基準上義務付けられていないため、実施していない場

合は実施していない旨の記載を重要事項説明書に記載してください。 

 

２ 心身の状況等の把握           

サービスの提供に当たっては、利用者に係る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ること。 

 

３ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿ったサー

ビスを提供すること。 
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４ 居宅サービス計画等の変更の援助     

事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行うこと。 

 

５ サービスの提供の記録          

事業者は、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すること。 

 

６ 地域密着型通所介護計画の作成      

 

① 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て、機能訓練等

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地域密着型通所介

護計画を作成すること。 

② 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成すること。 

③ 管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その目標及び内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。 

④ 管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、地域密着型通所介護計画を利用者

に交付すること。 

⑤ 従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施

状況及び目標の達成状況の記録を行うこと。 

⑥ 管理者は、⑤の実施状況や評価を利用者又はその家族に対して説明を行うこと。 

 

※ 地域密着型通所介護計画は、サービス提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごと   

に作成してください。 

 

●運営指導● 助言事項 

地域密着型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごと

に作成する必要があることから、計画作成業務を担当する管理者は、他の従業者がアセスメ

ント等を行った際には、その結果を適切に取りまとめるなどの必要な措置を講じてくださ

い。 

また、共同して作成したことを担保するために、共同した内容を記録し、又は当該計画に

他の従業者の確認欄を設けるなどの措置を講じてください。 

 

＜地域密着型通所介護計画等の作成者について＞ 

地域密着型通所介護計画等の作成に当たって、計画作成に関する業務を管理者以外の生活

相談員等の従業者が担当（以下、「担当者」という。）する場合には、管理者は、当該担当者

が、計画作成に関する業務を適切に行っているかどうか、チェックシート等を活用し、随時、

確認をしてください。なお、管理者が当該確認を適切に行ったことを担保する上でも、地域

密着型通所介護計画等に管理者の署名欄等を設ける等をしてください。 
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＜地域密着型通所介護計画等の提出について＞ 

指定居宅介護支援等基準において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計

画の提出を求めるものとする」と規定されています。 

居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型通所介護事業所等は、

当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から地域密着型通所介護計画

等の提出の求めがあった際には、当該計画を提供することに協力するよう努めてください。 

 

●運営指導● 助言事項 

要介護認定の更新時や区分変更の申請時には、居宅サービス計画の作成の有無にかかわら

ず、指定地域密着型通所介護の提供前に地域密着型通所介護計画を作成し、利用者又はその

家族に対して説明し同意を得た上で、指定地域密着型通所介護を提供してください。 

なお、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、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。 

 

７ 管理者の責務             

① 当該事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行うこと。 

② 事業所の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと。 

 

＜管理者の責務について＞ 

 運営指導において、地域密着型通所介護計画等の作成業務（他の従業者が担当の場合も含む）

を適切に行っていないことや、他の従業者が適切に業務を行っていないことが確認されること

がありますが、この場合、管理者が、業務の実施状況の把握や、運営基準を遵守させるための

指揮命令を適切に行っていないことが要因であるケースが多々あります。 

管理者には、運営基準等の理解が求められます。 

 

＜雇用について＞ 

基準上、事業所の従業者によってサービスを提供しなければならないことから、当該事業所

において従業者を直接雇用する場合は雇用契約書や労働条件書に勤務先や勤務の内容を必ず

明記してください。また、法人で雇用し勤務する事業所を定める場合には、辞令等により勤務

先や勤務の内容を明らかにしてください。 

併設事業所にも勤務する場合は、併設事業所も併せて明記してください。 

⑴ 兼務等の取扱い、併設型やサテライト型のサービス事業所の人員基準の緩和 

指定地域密着型（介護予防）サービスの職務の中には、その職務に支障が無い場合に限

り、他の職務や併設又は同一敷地内にある他の施設等（規定されている事業所に限る。）の

職務を兼ねる（兼務）ことができます。（以下、「兼務することができる規定」） 
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また、併設型やサテライト型のサービス事業所については、本体施設との密接な連携が

図られていることを前提として、人員基準の緩和が認められています。（以下、「置かない

ことができる規定」） 

しかし、富士市地域密着型サービス運営協議会や運営指導等でのヒアリングにおいて、

「兼務することができる規定」に該当する従業者の職務に支障が出ていることが懸念され

ています。また、「置かないことができる規定」に該当する本体施設の従業者によるサービ

ス提供が、本体施設及び併設型やサテライト型のサービス事業所の利用者に適切に行われ

ていないことが懸念されています。 

よって、運営指導等において、当該従業者の職務の内容について、指摘又は助言事項が

確認された場合は、事業所は速やかにそれぞれの職務の内容を見直し、当該職務に支障が

ないよう、その職種に専従で配置する等といった改善を図る必要があります。 

 

８ 運営規程                

 

＜運営規程で定めるべき主なもの＞ 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 営業時間及び営業日 

⑷ 利用定員 

⑸ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ 利用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待防止のための措置に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要事項 

 

★虐待の防止のための措置に関する事項 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐

待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

 

９ 勤務体制の確保等、研修機会の確保   

事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、

事業者は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。（★R6.4.1 より

義務化） 

 

問 認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

（答） 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知

症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 
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10 業務継続計画の策定等          

→令和３年度介護報酬改定事項（全サービス共通）を参照（P３〜４） 

 

11 非常災害対策              

① 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知すること。 

② 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。訓練の実施に当たって、地域住民の参加

が得られるよう連携に努めること。 

 

＜具体的計画の策定、訓練の実施＞ 

「非常災害に関する具体的計画」とは「消防計画及び風水害、地震等の災害に対する事業継

続を意識した計画」を指します。運営推進会議等を通じて地域住民と連携したり、｢富士市地域

防災計画｣資料編及び富士市防災マップ、ふじタウンマップ等で各種被害想定区域に該当してい

ないか予め確認した上で、「火災・風水害・崖崩れ・地震・津波・噴火」等において事業所の実

態に即した具体的な非常災害計画を作成し、同計画に基づく避難訓練を実施してください。訓

練に当たっては、夜間を想定した少人数の訓練、火災が発生した場合の避難経路の検討、災害

時の連絡体制の確認等、平常時から様々なケースを想定して訓練を行うことが重要です。 

 

○避難確保計画の提出について 

平成 29 年６月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、一定以上の規模を持つ河川（富

士川・沼川・潤井川・小潤井川）の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮

者利用施設の所有者または管理者に対して、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付

けられました。 

対象施設で避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画作成（変更）報告書」を

添付し、富士市介護保険課へ提出してください。 
 

（富士市ウェブサイト掲載場所） 

トップページ > 防災・安全安心 > 豪雨災害等について 

> 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について 

 

 

 

 

 

●運営指導● 助言事項 

機能訓練指導員等の従業員について、業務委託契約により確保しているケースがありまし

た。地域密着型通所介護事業所においては、地域密着型通所介護の従業者によりサービス提

供を行わなければならず、第三者への委託が認められるのは調理や洗濯等の利用者の処遇に

直接影響を及ぼさない業務に限られることに留意してください。 
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＜運営指導で確認されている留意事項等＞ 

 備蓄品等の確認  

災害時備蓄品については、食料品及び飲料水を必要数保管するよう努めてください。 

資機材や消耗品についても日常的に在庫数量を把握し、必要数量を確保してください。 

 耐震固定について  

事業所内の家具や備品類について、冷蔵庫やタンス等の転倒や備品類の落下の恐れがある

ものは利用者や従業者のケガや避難行動に影響を及ぼす可能性があるため、定期的な確認を

行ってください。 

 避難準備情報が発せられた際の対応について  

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成 27 年８月 19 日付内閣府

策定）では「避難準備情報」発令の段階で、災害時要配慮者は、避難の開始が求められてい

ましたが、当該発令の意味合いが浸透していなかったことから、平成 28 年 12 月に改めて

「避難準備情報」から「避難準備・高齢者等避難開始」にその名称が変更されています。各

事業所においては、当該発令時に予め定められた避難場所へ避難する等の適切な行動がとれ

るよう、避難計画に定め、発令時には適切に行動できるように日頃から実践的な避難訓練を

実施してください。 

 

静岡県 

「高齢者福祉施設における災害対応マニュアル」 

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-210/chouju/keikaku/saigaitaiou.html 

 

●運営指導● 助言事項 

避難経路に段差があったりプランターが置かれていたりと、介護度の高い利用者が避難を

するには支障があると考えられます。訓練を実施したうえで、避難の妨げとなる箇所を確認

し、スムーズな避難ができる環境を整えてください。 

 

12 衛生管理等               

⑴ ノロウイルス対策 

○ ノロウイルスによる感染性胃腸炎については、高齢者施設における集団感染が発生してお

り、適切な予防対策を講じることが極めて重要です。国の Q&A にて、ノロウイルスを完全に

失活化する方法として「加熱」や「次亜塩素酸ナトリウムの使用」が紹介されています。 

 

⑵ 衛生管理上の注意点 

○ 利用者の間で感染が広がることを防ぐため、食事の前後、排泄行為の後を中心に、できる

かぎり液体石けんと流水による日常的な手洗い習慣が継続できるよう支援してください。手

洗い場まで移動可能な利用者は、できるだけ職員の介助により手洗いを行いましょう。流水

と液体石けんによる手洗いができない場合には、ウエットティッシュ（消毒効果のあるもの）

などで目に見える汚れをふき取ります。 
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○ 歯ブラシはブラシの毛先が触れ合わない距離を保ち、十分に乾燥した状態で保管してくだ

さい。居室等で保管する場合にも、利用者の嗜好等に留意しつつ、同様の対応をお願いしま

す。 

○ ヘアブラシ等の備品は直接肌に触れるため、利用者ごとに交換し、適切に消毒を行ってく

ださい。髭剃り（電動も含む）については、血液感染の可能性も考えられるため、共用する

ことは避けてください。 

○ 入浴について、利用者一人ひとりの意思や気持ちを汲み取るとともに、利用者ごとに浴槽

の湯を張りかえる等といった衛生上必要な措置を講じてください。 

○ 汚物処理を行うに当たっては、食堂及び台所（厨房）付近を通過しないようにしてくださ

い。建物の構造上、やむを得ず食堂やリビング等を通過する等、利用者の動線と汚物処理の

動線が重なる場合には、利用者の生活する時間帯を避けて処理を行うよう徹底してください。 

○ 廃棄物を屋外に保管する場合は、必ず倉庫やダストボックスに保管してください。事業で

廃棄されるごみは事業廃棄物として業者の回収が必要となります。 

なお、事業系一般廃棄物の可燃ごみは新環境クリーンセンターに搬入し、有料で処理する

ことも可能です。 

 

●運営指導● 助言事項 

入浴時の衛生管理について、当該事業所の浴槽は、利用者一人が入る広さの浴槽であるこ

とから、同日に複数の利用者が入浴する場合には、浴槽の湯を利用者ごとに張り替える等、

利用者一人ひとりの意思や気持ちを汲み取るとともに、白癬（水虫）等が蔓延しないように

足拭きマットを利用者ごとに交換する等、衛生上必要な措置を講ずるよう努めてください。 

 

→衛生管理等 については、令和３年度介護報酬改定事項（全サービス共通）（P１〜２）も参照

してください。 

 

13 秘密保持等              

 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこと。 

 

●運営指導● 助言事項 

個人情報の使用の同意について、利用者からは同意を得ていたが、家族代表から同意を得

ていないケースを確認しました。個人情報の使用に関する同意書については、家族の情報も

扱うことから、利用者のみでなく、利用者家族からも同意を取ってください。 

 

14 苦情処理               

① 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応すること。 

② 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講じる

措置の概要について明らかにし、重要事項説明書等に記載し、事業所に掲示すること。 

③ 苦情を受け付けた場合には、苦情の受付日、その内容等を記録すること。なお、苦情の内

容等の記録は、完結の日から 2 年間保存すること。 
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＜苦情対応について＞ 

利用者のご家族からの相談において、「事故が起こった際の最初の対応が納得できない。」、

「事故が起きたことについて、何の説明も謝罪もない。」等の苦情が多く寄せられます。事業

所内で発生した事故等については、必ずご家族への連絡をしていると思いますが、事故直後の

場合は、ご家族は気が動転していることも多いため、いくら謝罪や説明をしたとしても十分に

相手に伝わっていないことが多いようです。事故直後に説明をし、その後、利用者ご家族が何

も言ってこられないとしても、「事業所の方から何か言ってくるであろうと思い、待っている

が何も言ってこない。」と実は対応について強い不満を持たれている場合もあります。 

発生した事故が過失によらないものであったとしても、利用者やご家族の状況に応じて改

めて説明や謝罪を行う等、利用者、ご家族の不安を解消するよう真摯な対応に努めてくださ

い。 

 

＜実際にあった苦情＞ 

ア 事業所の送迎車の運転が危険であった。 

（制限速度以上の速度を出していた、飛び出してきた等） 

イ 物価上昇等の理由による利用料金の値上げについて、事業所から文書が送られてきた 

  だけで詳細な説明がなかった。 

 

15 地域との連携等           

サービスの提供に当たっては、運営推進会議（定期巡回・随時対応型訪問介護看護において

は「介護・医療連携推進会議」）を設置し、運営推進会議に対し、サービスの活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けること。 

⑴ 年間の実施回数の目安 

サービス種別 頻度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 
おおむね６月に１回 

夜間対応型訪問介護を除くその他の地域密着型サービス 

※ 療養通所介護はおおむね 12 月に 1 回 
おおむね２月に１回 

⑵ 他の地域密着型サービス事業所を併設している場合 

１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えない。 

⑶ 複数の事業所の合同開催 

運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められ

ていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。 

○ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護するこ

と。 
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○ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

○ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えない

こと。 

⑷ 開催に当たっての留意事項 

① 開催通知は、遅くとも１月前までに各構成員に送付してください。なお、年間計画を作成

している場合であっても、開催通知は別に送付してください。 

② 市及び地域包括支援センターについては、出席の有無にかかわらず、介護保険課に開催通

知を書面（電話のみは不可・介護保険課課長宛て）にて送付してください。担当する地域包

括支援センターには、介護保険課から開催通知をＦＡＸ等で転送します。 

③ 市及び地域包括支援センターは、原則として、交代で出席しますが、地域包括支援センタ

ーについては、地域によって、事業所の運営状況や利用者等を継続的に把握するために、毎

回参加する場合もあります。 

④ 運営推進会議終了後は、報告や評価、助言等の記録を作成するとともに、その記録を公表

してください。 

⑤ コロナ禍における運営推進会議の対応については共通事項（P22〜24）を参照 

 

●運営指導● 助言事項 

運営推進会議における報告等の記録については、利用者及び利用者家族に対し、ホームペ

ージへの掲載、事業所への掲示等の手法により公表を行ってください。 
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16 事故発生時の対応            

① 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ること。 

② 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

③ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

④ 事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておくこと。 

⑤ 損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有すること。 

⑥ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

⑦ 宿泊サービスの提供により発生した事故については、①及び②に準ずる。 
 

事故報告の対象事例 

１ 

サービス提供中における利用者の事故で、下記のいずれかに該当するもの。 

ア 死亡に至った事故 

イ 医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必 

要となった事故。 

※１ 「サービス提供中」には訪問、送迎、通院等の間も含む。 

また、在宅の通所・入所サービスおよび施設サービスにおいては、利用者が

事業所内にいる間（サービス終了後に送迎を待っている間を含む）は、「サー

ビス提供中」に含まれるものとする。 

※２ 事業者側の過失の有無は問わない（利用者の自己過失による事故であって

も、ア又はイに該当する場合は報告すること）。 

※３ 利用者が病気等（老衰を含む）により死亡した場合、報告は要さない。 

ただし、当該事例において、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき（トラ

ブルになる可能性があるとき）は、報告すること。 

※４ 利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合、事業者は速やか

に報告書を再提出すること。 

 

２ 

感染症・食中毒の発生又はその疑いがあるもので、下記のいずれかに該当するもの 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれらによると疑われる死亡者、又は 

重篤な患者が１週間以内に２人以上発症した場合 

イ 同一の有症者等が 10 人以上又は全利用者の半数以上発症した場合 

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、 

特に管理者等が必要と認めた場合 

３ 結核の発生（サービス提供に関連して発生したと認められる場合） 
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４ 職員（従業者）の法令違反・不祥事等で利用者の処遇に影響があるもの 

５ 
誤薬（違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬漏れ等が発生した場合において、施設

内又は外部の医療機関の医師の判断に基づく指示を受けた場合） 

６ 行方不明・離設事故 

 

報告様式について 

「介護保険施設等における事故の報告様式等について」（令和３年３月 19 日付老高発・老

認発・老老発 0319 第１号）が発出されたことに伴い、令和３年４月１日より、事故報告の様

式が変更となりました。 

 国の示す「事故報告の様式例」に準じた様式に変更となりますので、旧様式で提出すること

のないよう注意してください。（新様式については富士市ウェブサイトよりダウンロード可能

です。） 

 また、第１報については事故発生から概ね５日以内に提出することとなっておりますので

留意してください。 

  

 

事故報告取扱要領 掲載場所 

富士市トップページ＞健康・福祉・子育て＞介護保険事業者の皆さまへ＞事故報告書 

 

 

 

安全管理の徹底について 

令和 4 年 9 月牧之原市の認定こども園において、送迎バス内に取り残された園児が亡くな

るという大変痛ましい事案が発生しました。 

つきましては、高齢者施設及び事業所での送迎においても、利用者の乗車時及び降車時に座

席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共有していただくなど、利用者が車内に取り残

されるような事態が決して発生することがないよう、安全管理の徹底をお願いいたします。 

また、同時期に県内の高齢者通所系事業所において、送迎車両の交通事故により、利用者が

亡くなる事案が発生しています。車両の安全運転にも最大限の注意を払うよう、重ねてお願い

いたします。 
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 ヒヤリハット  

★わずかなヒヤリハットでも、放置すると取り返しのつかない重大事故に︕ 

○ ヒヤリハットは、事故につながりかねない要因が明確になるとても重要な情報です。 

○ ハインリッヒの法則によれば、「1 件の重大事故の陰には 29 件の軽傷事故があり、その

陰には 300 件の事故に至らなかったヒヤリハット事象が隠れている」とされています。ヒ

ヤリハットを軽視することが重大事故につながることを意味し、ヒヤリハットへの取り組

みの重要性を示しています。 

＜ヒヤリハットを報告しやすくする工夫＞ 

○ 様式を必要事項のみに簡略化する。 

○ 「ありがとう気付きメモ」等と名称を変える。 

○ 当事者だけでなく目撃者も含めて報告しやすい環境をつくる。 

○ ヒヤリハットの状況をイラスト化する。より直感的に、危険度や要因が共有できるとい

う効果があります。 

＜要因分析の視点＞ 

○ 収集されたヒヤリハットは要因と対策を考える必要がありますが、要因を一つだけに限

定してしまうのは NG です。特に、「人」に起因する要因は多くありますが、それだけをも

って対策を考えてしまうと安易に「見守る」、「注意する」、「努力する」等の人の努力頼み

の対策になってしまいます。人（利用者、介助者）の要因のみではなく、環境や用具、管理

（マネジメント）などの複数の視点で、原因と対策を考えていくことが大切です。 

【引用文献】 

 「福祉用具の事故予防を考える専門職向け研修教材福祉用具の安全な利用を考える」 

 公益財団法人テクノエイド協会 2016 

 

17 虐待の防止               

→令和３年度介護報酬改定事項（全サービス共通）を参照（P22〜25） 

 

18 記録の整備               

① 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備すること。 

② 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から２年間保存すること。 

■ 地域密着型通所介護計画 

■ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

■ 市への通知に係る記録 

■ 苦情の内容等の記録 

■ 事故の状況及び事故に際して採った処置（宿泊サービスも含む）についての記録 

■ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 

 ※ 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの記録は完結の日から 5 年保存

する必要がある点に注意してください。 
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＜個人情報の保護、記録の保管＞ 

 記録については、利用者の個人情報が含まれることから、第三者の視界に入らないよう適切

な方法で保管してください。なお、保存を要する期間を超えているものであっても、保管して

いるものは個人情報保護の対象となります。また、利用者が死亡した場合、利用者に係る個人

情報は、個人情報保護法の適用は受けませんが、利用者家族等の情報については、個人情報保

護法の適用になること留意してください。なお、事業所の取組みとして、お便りやブログ等に

写真を掲載する場合においては、必ず事前に利用者又はその家族に了解を得るようにしてく

ださい。 

（参考） 

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） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

 

  

-20-

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html


Ⅴ 宿泊サービスの提供 

⑴ 宿泊サービスを提供する場合等の届出 

事業所の設備を利用し、夜間及び深夜にサービス以外のサービス（以下「宿泊サービス」と

いう。）を新たに実施する場合には、市（介護保険課）への届出（介護予防通所介護相当サービ

スの指定を受けた事業所については、併せて指定権者である富士市役所高齢者支援課への届出）

が必要となる。届出に当たって、静岡県介護サービス情報公表システムに宿泊サービスについ

て入力すること。なお、宿泊サービスの内容に変更があった場合は変更の事由が生じてから 10

日以内、休止又は廃止する場合については、その休止又は廃止の日の１月前までに指定権者に

届出をすること。 

⑵ 基本的な考え方 

宿泊サービスは、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病、冠婚葬祭、出

張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時的

に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に提供するものであり、緊急時又は短

期的な利用に限って宿泊サービスを提供するものであることに留意すること。 

なお、やむを得ない事情により、連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護

支援事業所等と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の

心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討すること。 

⑶ 国指針の遵守 

宿泊サービスについては、平成 27 年 4 月 30 日付けで示された国の指針「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。）」に基づいたサービスを提

供すること。 

 

＜国指針の主な内容＞ 

⑴ 人員関係 

① 宿泊サービスを提供する時間帯を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員を常

時１人以上確保する。 

② 宿泊サービス従業者の中から責任者を定める。 

⑵ 設備関係 

① 利用定員は、当該事業所等の運営規程に定める利用定員の２分の１以下かつ９人以下

とする。 

② 宿泊室が個室以外の場合には、１室あたり４人以下とし、パーティションや家具など

（カーテンは認めない）により利用者のプライバシーを確保する。 

⑶ 運営関係 

① 宿泊サービス提供の開始に際し、利用者又はその家族に対して、宿泊サービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス内容及び

利用期間等について利用者の同意を得る。 
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② 宿泊サービスを概ね４日以上連続して利用することが予定されている場合には、利用

者の心身の状況等を勘案し、具体的なサービスの内容等を記載した宿泊サービス計画を

作成し、利用者の同意を得て交付する。 

⑷ 事故発生時の対応 

利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、富士市、市外被保険

者の場合はその保険者、利用者の家族、居宅介護支援事業所等への連絡、事故の状況や処

置についての記録、損害賠償を速やかに行う。 

 

Ⅵ 通所介護を提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合について 

 

通所介護におけるサービス提供中の利用者に対し保険外サービスを提供する際のルールの在り

方の検討・整理等が行われ、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の

取扱いについて」が平成 30 年 9 月 28 日付で国から発出されました。 

なお、訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについても、上記通知

にて示されています。 

 

１ 通所介護と組み合わせて提供することが可能なサービス 

 

保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に費用を徴収することは、基本的には適当

ではなく、仮に特別な器具や外部事業者等を活用する場合であっても、あくまで通所介護とし

て実施し、必要に応じて実費等を追加徴収することが適当。 

ただし①〜④の保険外サービスについては、事業者が２の事項を遵守している場合には、通

所介護を一旦中断したうえで保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供する

ことが可能。 

① 事業所内において、理美容サービス又は健康相談、予防接種若しくは採血を行うこと。 

② 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別

に同行支援を行うこと。 

③ 物販・移動販売やレンタルサービス 

④ 買い物等代行サービス 

 

２ 通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合の取扱い 

⑴ 共通事項 

① 通所介護と保険外サービスを明確に区分する方法 

○ 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定通所介護事業所の運営規程

とは別に定めること。 

○ 利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利用料

等について、利用者の同意を得ること。 
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○ 契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間

等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供された

サービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画（週間サ

ービス計画表）に記載すること。 

○ 通所介護の利用料とは別に費用請求すること。また、通所介護の事業の会計と保険外サ

ービスの会計を区分すること。 

○ 通所介護の提供時間の算定に当たっては、通所介護の提供時間には保険外サービスの提

供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護の提供時間を合算し、１回の通所介

護の提供として取り扱うこと。 

② 利用者保護の観点からの留意事項 

○ 通所介護事業所の職員以外が保険外サービスを提供する場合には、利用者の安全を確保

する観点から、当該提供主体との間で、事故発生時における対応方法を明確にすること。 

○ 提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情を受け付け

る窓口の設置等必要な措置を講じること。なお、指定通所介護事業者は、通所介護を提供

する事業者の責務として、通所介護に係る苦情に対応するための措置を既に講じているこ

とから、当該措置を保険外サービスに活用することが考えられる。 

○ 通所介護事業者は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対

償として、当該事業者から金品その他の財産上の収益を収受してはならないこと。 

 

⑵ 事業所内において、巡回健診等の保険外サービスを行う場合 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）等の関係法規を遵守すること。 

なお、通所介護事業所内において巡回健診等を行う場合は「医療機関外の場所で行う健康診

断の取扱いについて」（平成 27 年３月 31 日医政発 0331 第 11 号）を遵守すること。 

また、鍼灸や柔道整復等の施術を行うことはできず、無資格者によるマッサージの提供は禁

止されている。 

 

⑶ 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同

行支援を行う場合 

通所介護事業所の職員が同行支援等の保険外サービスを提供する場合には、当該保険外サー

ビスの提供に要した時間を当該職員が通所介護に従事する時間には含めないこととした上で、

通所介護事業所の人員配置基準を満たすこと。 

道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）や医療法等の関係法規を遵守すること。例えば、 

・ 医療機関への受診同行については、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）及び保険医療機

関及び保険医療養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 15 号）の趣旨を踏まえると、あくまでも

利用者個人の希望により、個別に行うものであり、利用者個人のニーズにかかわらず、複数

の利用者を一律にまとめて同行支援をするようなサービスを提供することは、適当ではない。 

・ 通所介護事業所の保有する車両を利用して行う送迎については、通所介護の一環として行

う、機能訓練等として提供するサービスではなく、利用者個人の希望により有償で提供する

サービスに付随して送迎を行う場合には、道路運送法に基づく許可・登録が必要である。 
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⑷ 物販・移動販売やレンタルサービスを行う場合 

利用者にとって不要なサービスが提供されることを防ぐ観点から、利用者の日常生活に必要

な日用品や食料品・食材ではなく、例えば高額な商品を販売しようとする場合には、あらかじ

めその旨を利用者の家族や介護支援専門員に対して連絡すること。認知機能が低下している利

用者に対しては、高額な商品等の販売は行わないこと。 

また、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）等の関係法規を遵守すること。 

なお、２及び３⑴から⑷までの取扱いは（介護予防）通所リハビリテーション、地域密着型

通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護についても同様である。 

 

「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて（平成

30 年９月 28 日付け老推発 0928 第１号、老高発 0928 第１号、老振発 0928 第１号、老老

発 0928 第１号）」に基づく保険外サービスを提供する場合には、別に定めた運営規程等を確

認するため、事前に介護保険課にご相談ください。 
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第 3 報酬に関する留意事項 
 

 

Ⅰ 所要時間の区分と算定 

 

＜所要時間による区分の取扱い＞ 

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

置付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ることとされたとこ

ろであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者

が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、地域密着型通所介護のサービスが提供されてい

るとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置付けられた所

要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等の出迎え等まで

の間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。 

また、ここでいう地域密着型通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含

まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移

乗、戸締まり等）に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日 30 分以内を限度と

して、地域密着型通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。 

① 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 

② 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、１級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（２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 

 

これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の地域密着型通所介護の提供が地域

密着型通所介護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地域密着型通所介護

計画上の単位数を算定して差し支えない。なお、地域密着型通所介護計画上の所要時間より

も大きく短縮した場合には、地域密着型通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応

じた単位数を算定すること。 

なお、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ること。 

 

QA 送迎時における居宅内介助等の評価                    H27.4.1 

問 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事

業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所

介護事業所等を探す必要があるのか。 

（答） １ 通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介

助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービ

ス計画に位置付けて実施するものである。 
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２ 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、

一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。 

例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要 

な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。 

 

QA 送迎時における居宅内介助等の評価                    H27.4.1 

問 送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせる

ことになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 

（答） 個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービ

スの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待

たせて行うことは認められない。 

 

１ サービス提供に当たってのＱ＆Ａ    

 

⑴ 所要時間を短縮した場合の算定                  H24.3.16 Vol.１ 

問 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所

要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し

支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 

（答） 通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位

置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。 

こうした趣旨を踏まえ、例えば 7 時間以上９時間未満のサービスの通所介護計画を作成

していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず 6 時間でサ

ービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいと

した。（ただし、利用者負担の軽減の観点から､5 時間以上 7 時間未満の所定単位数を算定

してもよい。）こうした取り扱いは､サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成さ

れ､当該プログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており､

限定的に適用されるものである。 

当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも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

なければならない。 

（例） 

① 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより

6 時間程度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サ

ービス計画を変更し､再作成されるべきであり､6 時間程度の所要時間に応じた所定単位

数を算定する。 

② 利用者の当日の希望により 3 時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､利用

者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成するべきであり、3

時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

③ 7 時間以上 9 時間未満の通所介護を行っていたが､当日利用者の心身の状況から 1〜2

時間で中止した場合は､当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大き

く短縮しているため､当日のキャンセルとして通所介護費を算定できない。 
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⑵ サービス利用の中断等 

① 突然の体調不良                              H15.5.30 

問 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護に参加できなくなっ

た場合、通所介護費を算定することはできないか。 

（答） 貴見のとおり、算定できない。 

 

② 医療機関の受診                              H15.5.30  

問 通所サービスと併設医療機関等の受診について 

（答） 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない

場合を除いて認められない。 

また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが､一律に機械的に通所サービス

の前後に組み入れることは適切でなく､当日の利用者の心身の状況､サービスの見直しな

どの必要性に応じて行われるべきものである。  

③ 理美容サービスの利用                            H14.5.14 

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。 

H14.5.14  

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。 

 

★第 14―Ⅵ「通所介護を提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合について」参照 

 

２ 他のサービスとの兼ね合い    

短期入所生活（療養）介護、（地域密着型）特定施設入居者生活介護、（看護）小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、（地域密着型）介護老人福祉施設入所者生活介護を

受けている間は、地域密着型通所介護費等は算定しない。 
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ＱＡ 入退所日の通所サービス利用に関する取扱い           15.6.30 Vol.2 

問 施設サービスや短期入所サービスの入所（入院）日や退所（退院）日に通所サービスを

算定できるか。 

（答） 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行える

ことから、入所（入院）日や退所（退院）日に通所サービスを機械的に組み込むことは

適正でない。 

例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所（退院）日において、利用者の家族

の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂､機能訓練

室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サー

ビス費を算定できない。 

 

 

Ⅱ 減算 

 

１ 人員基準欠如                                   

① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、

いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法

において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、

これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図

るよう努めるものとする。 

 

② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。 

イ 専従する看護職員 

専従職員の数は、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。 

 

ロ 確保すべき介護職員の勤務延時間数 

介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数（サービス提供時

間数に関する具体的な取扱いは、人員基準を参照すること。）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。 

 

ハ 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にはその翌月から人員基準

欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定

方法に規定する算定方法に従って減算する。 

 

（専従職員の算定式） 

サービス提供日に配置された延べ人数 
＜  0.9 

サービス提供日数 
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 （介護職員の算定式） 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 
＜ 0.9 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

ニ 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されるに至った月

まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に

従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

 

（専従職員の算定式） 

0.9  ≦  
サービス提供日に配置された延べ人数 

＜ 1.0 
サービス提供日数 

 

（介護職員の算定式） 

0.9  ≦ 
当該月に配置された職員の勤務延時間数 

＜ 1.0 
当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

③ 市町村長は、著しい人員基準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すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取消しを検討するものとする。 

 

 

２ 同一建物減算                                    

－94 単位/日   

 

① 「同一建物」とは、当該事業所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１階部分に事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がって

いる場合が該当し、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な

い。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該事業所の事業

者と異なる場合であっても該当するものであること。 

 

② なお、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

らない。 

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事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。 

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等に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時

の利用者の様子等について、記録しなければならない。 
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★Ｒ３改正★ 

通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度

基準額の管理については、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適

用前（同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合）の単位数を用いる。 

 

詳細は介護保険最新情報 vol.947（令和３年３月 22 日）「通所介護等の区分支給限度基準額

に係る給付管理の取扱いについて」をご確認ください。 

 

 

３ 送迎減算                                     

－47 単位/片道 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が居宅と事業所間の送

迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、同一建物減算の対象とな

っている場合には、当該減算の対象とはならない。 

 

★Ｒ３改正★ 

  訪問介護事業所における通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や

利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場

合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事

業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所

が行うことを条件に、算定可能とした。 

この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所

系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期

入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できない。 
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＜算定要件等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
※ 訪問介護事業所が上図「パターン２」等において、事業所から病院等への移送を行っ

た場合、地域密着型通所介護事業所は送迎を行わない場合の減算を適用する。 

   地域密着型通所介護事業所として通院等乗降介助が算定可能となるわけではない。 

 

 

Ⅲ 加算 

 

１ 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      

 

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事業所において、サービス提供を行った場合

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する。 

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る。 

 

 

① ② ③

送迎 送迎

① ②

送迎

※ ② の算定がある場合のみ、① の算定を可能とする

現

行

見

直

し 　
デイ等・病院間の算定を可能とする
ことで、効率的な移動が可能となる

病院間の算定を可能にすることで
効率的な移動が可能になる

※ ① 又は ③ の算定がある場合のみ、② の算定を可能とする

Ａ病院 Ｂ病院

自宅
通所系・短期

入所系事業所
病院 自宅

パターン１

パターン２

現

行

見

直

し

自宅

自宅 Ａ病院 自宅 Ｂ病院 自宅

自宅
通所系・短期

入所系事業所
自宅 病院 自宅

自宅
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＜留意事項＞ 

「通所介護等において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

る場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３

年３月 16 日 老認発 0316 第４号・老老発 0316 第３号） 

★介護保険最新情報 vol.937（令和３年３月 16 日）に掲載★ 

 

３％加算及び規模区分の特例 

ＱＡ 利用延人員数の減少理由 

問１ 新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への３％加算（以下「３％加算」

という。）や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例（以下「規模区分の特例」と

いう。）の対象となっているが、現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少

が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由（例えば、当該事業所の

所在する地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を

設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者

が発生したか否か等）は問わないのか 

（答） 対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした感染症又は災害について

は、利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と

想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、３％加算や規模

区分の特例を適用することとして差し支えない。 

 

ＱＡ 新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い 

問２ 各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地

域密着型通所介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、「指定居宅サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企第 36 号）

（以下「留意事項通知」という。）第２の７（４）及び（５）を、通所リハビリテー

ションについては留意事項通知第２の８（２）及び（８）を準用し算定することとな

っているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休

業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通

知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 

（答） 留意事項通知において「１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実

施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に７分の６

を乗じた数によるものとする。」としているのは、「正月等の特別な期間」においては、

ほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、この

趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従って休業した期間や、

自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。 

なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規

模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。 
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ＱＡ 加算算定延長の可否 

問３ ３％加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が５％以

上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届

出を行うこととなっているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長

を認めることとすればよいのか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護

事業所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。 

（答） 通所介護事業所等から、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要す

ること等の理由が提示された場合においては、加算算定の延長を認めることとして差し

支えない。 

 

ＱＡ 届出がなされなかった場合の取扱い 

問４ ３％加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた

月の翌月 15 日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなか

った場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 

（答） 貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月（利用延人員数の減少が生じ

た月）の翌月 15 日までに届出を行わなければ、３％加算の算定や規模区分の特例の適

用はできない。なお、例えば令和３年４月の利用延人員数の減少に係る届出を行わなか

った場合、令和３年６月にこの減少に係る評価を受けることはできないが、令和３年５

月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は、減少が生じた月の翌月 15 日までに届出

を行うことにより、令和３年７月以降において、加算の算定や規模区分の特例の適用を

行うことができる。 

なお、令和３年２月の利用延人員数の減少に係る届出にあっては、令和３年４月１日

までに行わせることを想定しているが、この届出については、新型コロナウイルス感染

症による利用延人員数の減少に対応するものであることから、都道府県・市町村におか

れてはこの趣旨を鑑み、届出の締切について柔軟に対応するようお願いしたい。 

 

ＱＡ 他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延人員数の算定 

問６ 新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴

って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所も

ある。このような事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度１月当たりの平

均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者につい

て、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差

し支えないか。 

（答） 差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び前

年度の１月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、通所介護、地域密着型通所

介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する

費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与

に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企第 36 号）（以下「留意事項通知」

という。）第２の７（５）を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第２の
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８（２）を準用することとしており、同項中の「災害その他やむを得ない理由」には新

型コロナウイルス感染症の影響も含まれるものである。なお、新型コロナウイルス感染

症の影響により休業やサービス縮小等を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、

当該事業所の休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れを行った利用者が３％加

算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続けている場合、当該利用者について

は、平均利用延人員数に含めることとする。 

また、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規

模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。 

 

ＱＡ 利用者又はその家族への説明・同意の取得 

問７ ３％加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者

又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族

への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、

利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。 

（答） ３％加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又は

その家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービ

ス計画の原案の内容（サービス内容、サービス単位／金額等）を利用者又はその家族に

説明し同意を得ることは必要である。 

 

ＱＡ 適用対象者の考え方 

問８ ３％加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全ての

利用者に対し適用する必要があるのか。 

（答） ３％加算や規模区分の特例は、感染症や災害の発生を理由として利用延人員数が減少

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設けられたもの

であり、この趣旨を鑑みれば、当該通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適

用することが適当である。 

 

ＱＡ 第一号通所事業の取扱い 

問９ 第一号通所事業には、３％加算は設けられていないのか。 

（答） 貴見のとおり。なお、通所介護事業所等において、３％加算や規模区分の特例の適用

対象となるか否かを判定する際の各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利

用延人員数の算定にあたっては、本体通知Ⅱ（３）にお示ししているとおり、「指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企第 36 号）第

２の７（４）を準用するものであることから、通所介護事業等と第一号通所介護事業が

一体的に実施されている場合にあっては、第一号通所事業の平均利用延人員数を含むも

のとする。 
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２ 入浴介助加算                                   

 

＜算定要件等＞ 

加算（Ⅰ） 

40 単位 

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行われる入浴介

助であること。 

加算（Ⅱ） 

55 単位 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 加算（Ⅰ）に掲げる基準に適合すること。 

 

⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の

職種の者（以下「医師等」）が利用者の居宅を訪問し、浴室における利用

者の動作及び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居

宅の浴室が、利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難

しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、居宅介護支援事

業所の介護支援専門員又は福祉用具貸与事業所若しくは特定福祉用具販

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。 

 

⑶ 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（以下「機能訓練指導員等」）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、当該利用者の身体の状況、

訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画

を作成すること。 

 

⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴）その他の利用者の居宅の状

況に近い環境で、入浴介助を行うこと。 

※ （Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可 

 

＜留意事項＞ 

⑴ 入浴介助加算（Ⅰ） 

① 入浴介助加算（Ⅰ）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算定

されるものであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助

のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用

者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認など

を行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合につい

ても、加算の対象となるものであること。なお、この場合の入浴には、利用者の自立

生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等であ

る場合は、これを含むものとする。 

② 地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の

事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 
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⑵ 入浴介助加算（Ⅱ） 

① ⑴①及び②を準用する。この場合において、「入浴介助加算（Ⅰ）」は、「入浴介

助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入

浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下「家族・訪問介護員等」）の介助

によって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ〜ｃを実施することを評価

するものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に

応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるよ

うになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置

いた上で、ａ〜ｃを実施する。 

ａ 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（利用者の

動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練

指導員を含む。）が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加算を取得するにあた

っての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者

の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価し

た者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用

者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると

判断した場合、指定地域密着型通所介護事業所に対しその旨情報共有する。ま

た、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定地域密着型通所介護事業所

の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう

留意すること。 

 

※ 当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づ

いて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助に

より入浴を行うことが難しいと判断した場合は、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、利用者及び当該利用者を担当する介護支援

専門員等に対し、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。 

ｂ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅

を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握

した利用者の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。なお、

個別の入浴計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

 

ｃ ｂ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。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」と

は、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別

に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成

状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入

浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて
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行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修

等を参考にすること。 

 

QA 入浴介助加算(Ⅱ) 

問１ 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入

浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」

とはどのような場所が想定されるのか。 

（答） 利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用す

る場合も含む。）を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室

がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴する

には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①〜⑤をすべて満たすこ

とにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算

を算定することとしても差し支えない。 

① 通所介護等事業所の浴室において、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（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具

専門相談員、機能訓練指導員を含む。）が利用者の動作を評価する。 

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴

に関する福祉用具等）を備える。 

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等と

の連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえ

た個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画

の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができ

るものとする。 

④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定

できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

 

 

 

QA 入浴介助加算(Ⅱ) 

問２ 入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって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することとなっているが、この評価は算定開始

後も定期的に行う必要があるのか。 

（答） 当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入

浴計画の見直しを行うこととする。 
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●運営指導● 指摘事項 

入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっては、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することとなっており、算定開始後においても、当該利用者の

身体状況や浴室の環境に変化が認められた場合には再評価や個別の入浴計画の見直しを行

うこととなっています。 

ついては、要介護認定の更新時や、目標期間の終期等には適宜、再評価や入浴計画の見直

しを行うとともに、再評価の結果、入浴計画の見直しが必要なかった場合はその旨の記録を

残してください。 

 

 

３ 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町村長に届け出た事業所において、

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算定。 

加算（Ⅰ） 
利用者の急性増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 100 単位 

加算（Ⅱ） １月につき 200 単位 

※ （Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可 

※ 個別機能訓練加算を算定している場合、（Ⅰ）は算定せず、（Ⅱ）は１月につき 100 単位を

所定単位数に加算する。 

 

＜算定要件等＞ 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

 

⑴ 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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（「理学療

法士等」という。）の助言に基づき、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。 

 

⑵ 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。 

 

⑶ ⑴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。 
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ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

 

⑴ 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理学療法士等が、当該事業所を訪問し、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。 

 

⑵ 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。 

 

⑶ ⑴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。 
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４ 個別機能訓練加算                                  

 

機能訓練指

導員の配置 

加算 

(Ⅰ)イ 

専従１名以上配置 

（配置時間の定めなし） 

加算 

(Ⅰ)ロ 

専従１名以上配置 

（配置時間の定めなし） 

＋ 

専従１名以上配置 

（サービス提供時間帯通じて配置） 

※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差

し支えない。 

※ロはイに加えて専従で１名以上配置する。 

計画作成 

居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセス

メントを行い、個別機能訓練計画を作成。作成後は、通所介護計画と同様にケ

アマネジャーに個別機能訓練計画を提出する。 

機能訓練 

項目 

○利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機

能訓練項目を柔軟に設定。 

○訓練項目は複数種類準備し、そ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する。 

訓練の 

対象者 
５人程度以下の小集団又は個別 

訓練の 

実施者 
機能訓練指導員が直接実施（介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない） 

進捗状況の

評価 

３か月に１回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を

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う。 

 

加算（Ⅱ） 

加算（Ⅰ）の要件に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、

フィードバックを受けていること（LIFE へのデータ提出と、フィードバック

の活用）。 

 

＜算定要件等＞ 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

⑴  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
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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。）（以下「理学療法士等」という。）を１名以上配置して

いること。 

 

⑵ 機能訓練指導員等が共同して、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。 

 

⑶ 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。 

 

⑷ 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、当該利用者の居宅における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。 

 

⑸ 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)ロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

⑴ 加算(Ⅰ)イの⑴の規定により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。 

⑵ 加算(Ⅰ)イの⑵から⑸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(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

⑴ 加算(Ⅰ)イの⑴から⑸まで又は加算(Ⅰ)ロの⑴及び⑵に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 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。 

 

★個別機能訓練目標は利用者又は家族の意向及び介護支援専門員の意見も踏まえつつ設定してく

ださい。 
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＜留意事項＞ 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

 

イ、ロ 略 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目

標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練

計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上

で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果

や利用者又は家族の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当

該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするな

ど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機能の向上を目指

すことのみを目標とするのではなく、日常生活における生活機能の維持・向上を目指すこ

とを含めた目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の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、利用者の生活意欲の向上に

繋がるよう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

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。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの

訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立し

て暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別

機能訓練を実施する必要があり、概ね週１回以上実施することを目安とする。 

 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

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

（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うほか、３

月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤ

Ｌ、ＩＡＤＬ等の状況）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。 

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（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬの改善状況）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。 
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また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

すること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければな

らないこと。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。 

 

ヘ 略 

 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

 

厚生労働省への情報の提出については、科学的介護情報システム「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」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用

し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく個別機

能訓練の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該

計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サー

ビスの質の管理を行うこと。 

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。 

 

 

★  リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作

成や会議については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に

関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（介護保険最新情報

vol.936）を参照してください。 

   次ページ以降に個別機能訓練計画書等の様式例、記載例を抜粋して載せています。 
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機能訓練指導員等が個別機能訓練の目標を設定するのにあたり、利用者のニーズ・日常生活や 

社会生活などにおける役割等の把握するために活用するチェックシート 
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利用者の居宅での生活状況（ADL、IADL 等）を居宅訪問の上で確認するためのチェックシート 
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ＱＡ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置要件 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、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となっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 

（答） 個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めは

ないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利

用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要がある

ことから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置する

こと。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の

別は問わない。 

 

ＱＡ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、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

をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、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名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機

能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 

（答） 差し支えない。ただし、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

配置しているのみの場合と、これ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

士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施

体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、

利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。 

 

ＱＡ 看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能

訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に配置が義務

づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 

＜① 定員が 11 名以上である事業所における取扱い＞ 

この場合、看護職員の配置基準は、通所介護（地域密着型通所介護）の単位ごとに、専ら当

該指定通所介護（地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必

要と認められる数を置くべきと定められており、配置時間に関する規定はないことから、看護

職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個

別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等」として勤務することは差し支えない。 

 

＜② 定員が 10 名以下である事業所における取扱い＞ 

この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、地域密着型

通所介護の単位ごとに、地域密着型通所介護を提供している時間帯に、専ら地域密着型通所介

護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除
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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を置くべきとされている。この配置

基準を看護職員により満たしている事業所にあっても、看護職員としての業務に従事していな

い時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件

の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差

し支えない。（「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務している時

間数は、専ら地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

なお、①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての業務と

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいずれも行う職員が、本来の

業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの要件を満たす

ような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごとにその実態を十分に確認することが必

要である。 

 

ＱＡ 管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓

練加算(Ⅰ)イ又はロの算定 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）事業所に配

置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。 

（答）管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置くこと（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護

等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができる。）とされている。 

一方で、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所介護等

事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはできないもの

である。 

 

ＱＡ 曜日により個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロの算定が異なる場合 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置

要件を満たしている場合においては、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こととしているが、曜日によって個別機

能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関

する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に

関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域

密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算

定に係る体制等に関する届出等における留意点について」（平成 12 年３月８日老企第 41

号）に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居

宅介護支援）」等はどのように記載させればよいか。 
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（答） 曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっ

ては、「加算Ⅰロ」と記載させることとする。（「加算Ⅰロ」と記載した場合であっても、

個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日においては、

個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することは可能である。） 

 

ＱＡ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目① 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活

機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、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することとなっているが、どのくらいの

種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。 

（答） 複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等

を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進され、

機能訓練の効果が増大することである。よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、目的

に沿った効果が期待できるときは、同加算の算定要件を満たすものである。 

 

ＱＡ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間 

問 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画

に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとな

っているが、具体的な目安はあるのか。 

（答） １回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機

能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご飯

を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸（スプーン、フ

ォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ

反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適

正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好まし

くない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必

要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。 

 

●運営指導● 指摘事項 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に当たっては、 

・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

（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うこと 

・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 

が要件に求められています。 

 ついては、機能訓練指導員が５人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して直接訓練

を実施するとともに、当該実施状況が分かるような記録を残してください。 

 また、適切な評価を行うために訓練項目や訓練実施時間について、利用者ごと具体的な

記録を残すようにしてください。 
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●運営指導● 指摘事項 

個別機能訓練計画の作成に当たっては、 

・個別機能訓練目標は、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ＡＤＬ・家事・職

業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会で役割を果たす

ことである「参加」をバランスよく含めて設定すること 

とされています。 

ついては、可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とするとともに、具体的な生活上の 

行為の達成を含めた目標とするようにしてください。 

●運営指導● 助言事項 

 個別機能訓練目標の設定に当たっては、個別性・具体性を意識し、どの利用者に対しても一

律な内容とならないようにしてください。 

●運営指導● 助言事項 

個別機能訓練計画の評価に当たっては、訓練項目や訓練実施時間、訓練の効果について評価を

行い、当該評価について記録を残すよう留意してください。 

 

 

５ ＡＤＬ維持等加算                                  

 

＜算定要件等＞ 

ADL 維持等加算(Ⅰ) 30 単位／月 

以下の要件を満たすこと 

イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が 10 人以上である

こと。 

ロ 利用者等全員について、利用開始月と、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はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Index を

適切に評価できる者が ADL 値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出し

ていること。 

ハ 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値から利用開始月に測定し

たＡＤＬ値を控除し、初月の ADL 値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調

整済ＡＤＬ利得）について、利用者等から調整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割

の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均し

て得た値が１以上であること。 

 

ADL 維持等加算(Ⅱ) 60 単位／月 

○ ADL 維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。 

○ 評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が２以上であること。 

 

※（Ⅰ）（Ⅱ）は併算定不可 
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６ 栄養アセスメント加算                                

 

＜算定要件等＞ 50 単位／月 

〇 市町村長への届け出を行う。 

○ 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。）を行う。 

○ 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、算定しない。 

 

⑴ 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。 

⑵ 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（以下

「管理栄養士等」という。）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。 

⑶ 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。 

 

ＱＡ 管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理体

制加算について 

問 外部との連携について、介護保険施設の場合は「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。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護

保険施設に常勤の管理栄養士が１名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるの

か。 

（答） 入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常

勤の栄養士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例︓100 床以上の

介護老人保健施設）において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼

務することはできない。 

 

 

７ 栄養改善加算                                    

 

＜算定要件等＞ 

○ 市町村長へ届け出を行う。 

○ 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（以下「栄養改善サービス」という。）を行

う。 

○ 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 200 単位を所定単位数に加算す

る。 

○ 栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善
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せず、栄養改善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る。 

 

⑴ 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。 

 

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、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。 

 

⑶ 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。 

 

⑷ 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。 

 

 

８ 口腔・栄養スクリーニング加算                            

 

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算定。 

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20 単位／回 

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５単位／回 

 

＜留意事項＞ 

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は、入所者に対して、原則として一体的に実

施すべきものであること。ただし、大臣基準第 19 号の２ロに規定する場合にあっては、口

腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加

算(Ⅱ)を算定することができる。 

 

③ 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 

 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決

定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養

スクリーニングを継続的に実施すること。 

 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結

果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は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が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定

月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。 

 

 

 

９ 口腔機能向上加算                                  

 

＜算定要件等＞ 

〇 市町村長に届け出を行う。 

〇 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（以下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行う。 

〇 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

加算する。 

 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 150 単位／回 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 単位／回 

 

※ （Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可。 

※ 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る。 

 

＜留意事項＞ 

①〜⑥（略） 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care 

Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこと
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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（Ｌ

ＩＦＥ）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。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用

し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく

支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の

見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の

管理を行うこと。 

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。 

 

 

10 科学的介護推進体制加算                               

 

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、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。 

⑵ 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、⑴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。 

 

問 ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含ま

れるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答） ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただ

くが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収

集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提

出自体については、利用者の同意は必要ない。 

 

 

11 サービス提供体制強化加算                              

 

加算Ⅰ 

22 単位／回 

以下のいずれかに該当すること。 

①事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士が 70%以上 

②事業所の介護職員の総数のうち、勤続 10 年以上介護福祉士が 25％以上 

加算Ⅱ 

18 単位／回 
 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士が 50%以上 

加算Ⅲ 

6 単位／回 

以下のいずれかに該当すること。 

①事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士が 40%以上 

②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７年以上が 

30%以上 

※生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員 
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＜留意事項＞ 

⑴ 職員の割合の算出 

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（3 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 6 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 3 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、又は再開した事業所につい

ては 4 月目以降届出が可能。 

なお、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 3 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、当月から算定することが

できない。 

⑵ 勤続年数の考え方 

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。具体的には令

和３年 4 月における勤続年数７年以上のものとは、令和３年 3 月 31 日時点での勤続年数が

７年以上の者をいう。 

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。 

 

★サービス提供体制強化加算算定に当たっての注意事項★ 

一部の事業所において、割合を満たすことが明らかであるとして、職員の割合を算出してい

ない事例が見受けられました。体制加算として影響が大きい加算の一つであることから、必要

な割合の算出を毎年必ず行ってください。 

 

 

12 介護職員処遇改善加算                                

 

介護職員の賃金の改善等の実施を行っている事業所が、利用者に対してサービスを行った場合に、

令和６年３月 31 日までの間、下表の割合を 1 月あたりの総単位数を乗じて求めた単位数を所定

単位数に加算する。 

※ 当該加算は、区分支給限度額から控除する。 

※ １月あたりの総単位数とは、「基本サービス費＋各種加算・減算」をいう。 

 

区分 加算率 算定要件 

加算（Ⅰ） 11.1％ 
■ キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ及びⅢ 

■ 職場環境等要件を満たす。 

加算（Ⅱ） 8.1％ 
■ キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ 

■ 職場環境等要件を満たす。 

加算（Ⅲ） 4.5％ 
■ キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ 

■ 職場環境等要件を満たす。 
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（注） 

キャリアパス要件Ⅰ 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。 

キャリアパス要件Ⅱ 
資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保する

こと。 

キャリアパス要件Ⅲ 
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定

期に昇給を判定する仕組みを設けること。 

職場環境等要件 

賃金改善以外の処遇改善を実施すること。 

※ 就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。 

分類の見直し 

・入職促進に向けた取組  

・資質の向上やキャリアアップに向けた支援 

・両立支援・多様な働き方の推進 

・腰痛を含む心身の健康管理 

・生産性向上のための業務改善の取組 

・やりがい・働きがいの醸成 
 

 

 

運営指導で確認を行う中で、研修計画を作成していない事業所が見受けられます。 

介護職員処遇改善加算ⅠまたはⅡを取得している事業所については、キャリアパス要件Ⅱに

おいて研修計画の策定と全職員への周知が求められています。研修計画を作成していない場

合には当該加算の算定要件を満たさなくなりますので、当該年度が始まる前年度中には、研修

計画を作成し周知を行うよう留意してください。 

 

13 介護職員等特定処遇改善加算                              

 

介護職員等特定処遇改善加算は、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能

のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるため、令和元年 10 月１

日から適用された加算です。算定に当たっては、算定を希望する月の２ヶ月前の月末までに届出

を行う必要があります。 

 

１ 算定要件                      

 

算定要件 特定Ⅰ 特定Ⅱ 

＜介護福祉士の配置要件＞ 

 ◎ サービス提供体制強化加算のⅠ又はⅡの区分を算定しているこ

と。 

○ － 

＜現行加算要件＞ 

 ◎ 介護職員処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定していること。 
○ ○ 
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＜職場環境要件＞ 

 ◎ 平成 20 年 10 月から届出の前月までの間に実施した処遇改善

の内容を全ての職員に周知していること。 

 ◎ 処遇改善について「資質の向上」、「労働環境。処遇の改善」、

「その他」のそれぞれの区分において１つ以上の取り組みを行ってい

ること。 

○ ○ 

＜見える化要件＞ 

 ◎ 特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等

により公表していること。（介護サービスの情報公開制度の活用） 

 ◎ 事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表

をすること。 

○ ○ 

 

２ 単位数                       

 

サービス区分 特定Ⅰ 特定Ⅱ 

○ 通所介護 

○ 地域密着型通所介護 
1.2％ 1.0％ 

○（介護予防）認知症対応型通所介護 3.1％ 2.4％ 

○（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

○ 看護小規模型居宅介護 
1.5％ 1.2％ 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護 3.1％ 2.3％ 

○（介護予防）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 
1.8％ 1.2％ 

○ 介護福祉施設サービス 

○ 地域密着型介護老人福祉施設 

○（介護予防）短期入所生活介護 

2.7％ 2.3％ 

○ 介護保険施設サービス 

○（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
2.1％ 1.7％ 

〇 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

〇 夜間対応型訪問介護 
6.3％ 4.2％ 

 

３ 配分対象と配分方法                 

 

（1）賃金改善の対象グループ 

 ａ 経験・技能のある介護職員  

    ➢ 介護福祉士であること。（必須） 

    ➢ 勤続年数 10 年以上であることを基本に、経験・技能の有無等を踏まえ各事業所 

の裁量で決定可能。 

 ｂ 他の介護職員  

➢ ａグループ以外の介護職員 
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 ｃ その他の職種  

➢ 介護職員以外の職員 

（2）事業所における分配方法 

   ａ 経験・技能のある介護職員  

    ➢ １人は、月額平均８万円の賃金改善または改善後の賃金見込額が年額 440 万円 

    ➢ 賃金改善費用の見込額が「ｂ 他の介護職員」の平均より高いこと 

   ｂ 他の介護職員  

➢ 賃金改善費用の見込額が「ｃ その他の職種」の平均の２倍以上 

   ｃ その他の職種  

➢ 改善後の賃金見込額が、年額 440 万円以下 

つまり、下記に則り賃金改善を行う必要があります。 

①  平均賃金改善額の比率  ａ＞b  かつ  ｂ︓ｃ ＝ ２︓１以下  を満たす 

② ａについては月額８万円の改善 or 改善後の賃金が年額 440 万円となる職員を１名以上 

③  ｃについては改善後の賃金が年額 440 万円以下 

  

４ 処遇改善加算等に係るＱ＆Ａ （一部抜粋）           

 

○ 配分対象と配分ルールについて 

Q１ 経験・技能のある介護職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介

護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方については、事業所の

裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。（H31.4.12 vol.1） 

Ａ１ 

「勤続 10 年の考え方」については、 

・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等

での経験等も通算する 

・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10

年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする 

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 

 

Q２ 月額８万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改

善を含めて計算することは可能か。（H31.4.12 vol.1） 

Ａ２ 

月額８万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよ

る賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と

は分けて判断することが必要である。 

 

Q３ 本部の人事、事業部で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、

「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。（R1.7.23 

vol.2） 
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Ａ３ 
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合

には、その他の職種に含めることができる。 

 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するＱ＆Ａ 

介護保険最新情報 Vol.993 令和３年６月 29 日 

問１ 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額１、２（前年度の（介護職員の）賃金

の総額）及び基準額３（グループ別の前年度の平均賃金額）の欄が設けられているが、実績

報告書の提出時において、基準額１、２及び３に変更の必要が生じた場合について、どのよ

うに対応すればよいか。 

答 

・ 処遇改善加算及び特定加算（以下「処遇改善加算等」という。）については、原

則、当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改善

加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認してい

るところ。 

・ 当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、 

① 前年度の賃金の総額（基準額１、２） 

② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額 

を比較し計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善実施期間等が

変わることにより、修正が必要となった場合や、②について経営状況等が変わった

場合、以下の取扱いが可能である。 

＜①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、 

修正が必要となった場合＞ 

当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等によ

り、前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定

時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、②と

比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。 

通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額１、２の額を推計することに

より修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後

の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。（令和２年度実績報

告書においては、説明方法は問わないが、令和３年度においては、「介護職員処遇改

善加算及び介護職員等特定処遇改善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」（令和３年３月 16 日老発 0316 第４号）でお示しした

実績報告書（様式３-１）の「⑥その他」に記載されたい。） 

なお、これは、基準額３についても同様であるとともに、推計方法は、令和３年度介

護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）問 22 を参考にされた

い。 

＜②について経営状況等が変わった場合＞ 

サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資

金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、

特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃

金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算
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総額を下回ることも差し支えない。 

なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、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）問 56 のとおり、

可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。 

問２ 実績報告書別紙様式３-２において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグル

ープ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。 

答 

・ 特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験・技能のある介護

職員（Ａ）と他の介護職員（Ｂ）にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算についても

グループ別内訳の記載を求めているところ。 

・ 記載に当たっては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求め

ているが、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員（Ａ）と他の介護職員

（Ｂ）で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、（Ａ）（Ｂ）

間の人数比等により推計し記載することも可能であること。 

・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式３－２の処遇改善

加算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。 

 

問３ 独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式３-１及び３-２にお

ける賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善について

どのような記載すればよいか。 

答 

・ 原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。

そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式３－１において賃金改善

所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可

能であり、別紙様式３－２においては、 

－ 本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか 

－ 本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載する 

ことが可能。 

・ なお、別紙様式３-１において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載する

ことを妨げるものではない。 

・ また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分

ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急

な退職や独自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通り

の賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかっ

た場合については、令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３

月 19 日）問 24 も参照されたい。 

・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式３-２の処遇改善加

算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。 
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問４ 実績報告書別紙様式３-１及び３-２に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加

算の総額について、賃金改善実施期間を４月から翌年３月までの期間以外で設定している事

業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の

総額を記載することが可能か。 

また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所

ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。 

答 

・ 実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の

総額及び加算の総額を記載することが可能である。 

・ 事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合

理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和２年度は令和２年７月〜令

和３年６月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和３年度から令和３

年４月〜令和４年３月に変更しようとする場合、令和２年度の処遇改善計画書の賃金

改善実施期間を変更する届出を行い、令和２年７月〜令和３年３月の９ヵ月に短縮す

ることも考えられること。 

なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。 

 

- 基準額１・２については、原則として、「加算を取得する前年の１月から 12 月ま

での 12 か月間の（介護職員の）賃金の総額」を記入することとしているが、この場

合、「加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の（介護職員の）賃金の

総額」から 12 を除して、変更した期間（上記の場合は９か月間）の月数を掛けて得

られた額を記載することとし、 

 

- 処遇改善計画書別紙様式２-１の（１）④ⅱ）(イ)及び(ウ)、（２）⑥ⅱ）(イ)及び

(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介

護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場

合、12 か月間の加算の総額から 12 を除して、変更した期間（上記の場合は９か月

間）の月数を掛けて得られた額を記載することとする。 
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14 ベースアップ等支援加算                               

ベースアップ等支援加算は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19

日閣議決定）を踏まえ、介護職員の収入を３％程度（月額 9,000 円相当）引き上げるための措置

を講じるため、令和４年 10 月より創設された加算となります。 

算定に当たっては、算定を希望する月の２ヶ月前の月末までに計画書を提出する必要があります。

併せて、加算等の届出を期日までに提出してください。（居宅系サービス…算定を開始する月の

前月 15 日まで。施設系サービス…算定を開始する月の１日まで。） 

※計画書の提出期日と加算等の届出の提出期日が異なりますのでご注意ください。 

 

1 算定要件 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(ベースアップ等支

援加算と同時に介護職員処遇改善加算の算定を開始する場合を含む。) 

⑵  賃金改善の見込額が、ベースアップ等支援加算の見込額を上回ること。 

⑶ 賃金改善の合計額の３分の２以上は、介護職員のベースアップ等（基本給又は決まって毎月

支払われる手当の引き上げ)に充てること。 

 

2 単位数 

 

サービス区分 加算率 

○ 訪問介護 

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○ 夜間対応型訪問介護 

2.4％ 

○ 通所介護 

○ 地域密着型通所介護 
1.1％ 

○（介護予防）認知症対応型通所介護 2.3％ 

○（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

○ 看護小規模型居宅介護 
1.7％ 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護 2.3％ 

○（介護予防）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 
1.5％ 

○ 介護福祉施設サービス 

○ 地域密着型介護老人福祉施設 

○（介護予防）短期入所生活介護 

1.6％ 

○ 介護保険施設サービス 

○（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
0.8％ 

 

３ 配分対象と配分方法                 

 ⑴ 配分対象  介護職員及びその他の職員 

 ⑵ 配分比率  事業所の判断により柔軟な設定が可能 

※いずれについても、介護職員の処遇改善を目的としていることを十分に踏まえ設定してくださ

い。 
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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

の算定に当たっては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベ

ースアップ等支援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」（令

和４年６月 21 日老発 0621 第１号厚生労働省老健局長）に算定要件の詳細、事務処理手順及び

様式例が示されているためご確認ください。 

 

（厚生労働省ウェブサイト掲載場所） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html 
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