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   ○茅ヶ崎市指定第１号事業に係る国基準訪問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要綱及び茅ヶ崎市指定第１号事業に係る国基準 

通所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要綱の逐条 

解説 

 

平成２９年４月１日 

平成３１年６月１日 

最終改正 令和３年４月１日 

 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５の５

第２項に規定された、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規

則」という。）第１４０条の６３の６第１項第１号の規定に基づく「茅ヶ崎市指定第１号

事業に係る国基準訪問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要綱」

（以下、「国基準訪問型サービス要綱」という。）及び「茅ヶ崎市指定第１号事業に係る

国基準通所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要綱」（以下

「国基準通所型サービス要綱」という。）をもって公布され、平成２９年４月１日から施

行されるところであるが、各基準の趣旨及び内容は次のとおりとする。 

 

目次 

第１ 基準の性格 

第２ 総論 

第３ 第１号事業 

I 国基準訪問型サービス 

II 国基準通所型サービス 

 第４ 雑則 

 

第１ 基準の性格 

１  基準は、指定第１号事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定め
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たものであり、指定第 1号事業を行う者は、常にその事業の運営の向上に努めなけれ

ばならないこと。 

２  指定第１号事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合

には、指定第１号事業の指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違反

することが明らかになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告

を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採ら

なかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することが

できるものであること。また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯

等を公示しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り

消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力

を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービ

スに関する第１号事業支給費の請求を停止させること）ができる。ただし、次に掲げ

る場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取

り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであるこ

と。 

(1)  次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

ア  指定第１号事業の提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなか

ったとき 

イ  地域包括支援センター等又はその担当職員に対し、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代償として、金品その他の財産上の利益を

供与したとき 

(2)  利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

(3)  その他 (1) 及び (2) に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３  運営に関する国基準訪問型サービス要綱及び国基準通所型サービス要綱に従って事

業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、市が定め

る期間（茅ヶ崎市指定第１号事業者の指定に関する基準を定める要綱第６条に定める

期間をいう。）の経過後に再度当該事業者から当該事業所について指定の申請がなさ

れた場合には、当該事業者が運営に関する国基準訪問型サービス要綱及び国基準通所
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型サービス要綱を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善

状況等が十分に確認されない限り指定を行わないものとすること。 

４  第１号事業においては、基準に合致することを前提に事業への参入を認めているこ

と等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 

第２ 総論 

１  事業者指定の単位について 

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、地域の

実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体

の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものに

ついては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することがで

きる取扱いとする。なお、この取扱いについては、同一法人にのみ認められる。 

(1)  利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一

体的に行われること。 

(2)  職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主

たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張所等

の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急

遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。 

(3)  苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 

(4)  事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が

定められること。 

(5)  人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。 

２ 用語の定義 

 国基準訪問型サービス要綱第２条及び国基準通所型サービス要綱第２条において、

一定の用語についてその定義を明らかにしているところであるが、以下は、同条に定

義が置かれている用語について、その意味をより明確なものとするとともに、国基準

訪問型サービス要綱及び国基準通所型サービス要綱中に用いられている用語であって、

定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 

(1) 「常勤換算方法」 

当該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
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べき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することによ

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うもので

ある。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あり、例えば、当該事業所が国基準訪問型サービスと訪問

看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等

を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時

間だけを算入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和４７年法律第１１３号）第１３条第１項に規定する措置（以下「母性健康管

理措置」という。）又は育児休業、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（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）第

２３条第１項、同条第３項又は同法第２４条に規定する所定労働時間の短縮等の措

置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じ

られている場合、３０時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の

従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

(2) 「勤務延時間数」 

 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

付けられている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算

入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務

時間数を上限とすること。 

(3) 「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

ていることをいうものである。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の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する。 
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 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する。例えば、一の事業者によって行われる

指定国基準訪問型サービス事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、

指定国基準訪問型サービス事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼

務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満

たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第６５条に規定する休業（以下「産前産後休業」とい

う。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以

下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」とい

う。）、同法第２３条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第２４条

第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業

に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」とい

う。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複

数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満た

すことが可能であることとする。 

(4) 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しない

ことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事

業所における勤務時間（指定国基準通所型サービスについては、サービスの単位ご

との提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。た

だし、指定国基準通所型サービスについては、あらかじめ計画された勤務表に従っ

て、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれ

のサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足

りるものである。 

３  指定居宅サービスと指定第１号事業の一体的運営等について 

 指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに該当する各事業を行う者が、指定
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第１号事業に該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅サービス又は

基準該当居宅サービスの各事業と指定第１号事業の各事業とが同じ事業所で一体的

に運営されている場合については、施行規則第１４０条の６３の６第１項第１号の

規定に基づく第 1号事業における各基準を満たすことによって、基準を満たしてい

るとみなすことができる等の取扱いを行うことができることとされたが、その意義

は次のとおりである。 

 例えば、訪問介護においては、指定居宅サービスにおいても、国基準訪問型サー

ビスにおいても、訪問介護員等を常勤換算方法で２．５人以上配置しなければなら

ないとされているが、同じ事業所で一体的に運営している場合には、合わせて常勤

換算方法で５人以上を置かなければならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で

２．５人以上配置していることで、指定居宅サービスに該当する訪問介護も、国基

準訪問型サービスも、双方の基準を満たすこととするという趣旨である。 

 設備、備品についても同様であり、例えば、定員３０人の指定通所介護事業所に

おいては、機能訓練室の広さは３０人×３㎡＝９０㎡を確保する必要があるが、こ

の３０人に国基準通所型サービスの利用者も含めて通算することにより、要介護者

１５人、要支援者１５人であっても、あるいは要介護者２０人、要支援者１０人の

場合であっても、合計で９０㎡が確保されていれば、基準を満たすこととするとい

う趣旨である。 

 要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業所で一体的に運

営する場合にあっては、例えば、従前から、指定居宅サービス事業を行っている者

が、従来通りの体制を確保していれば、国基準訪問型サービス要綱又は国基準通所

型サービス要綱の基準も同時に満たしていると見なすことができるという趣旨であ

る。 

 なお、居宅サービスと第１号事業を同一の拠点において運営している場合であっ

ても、完全に体制を分離して行っており一体的に運営されているとは評価されない

場合にあっては、人員についても設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を

満たす必要があるので留意されたい。 

 また、例えば、指定居宅サービス及び施行規則第１４０条の６３の６第１号の規

定に基づく指定第１号事業と施行規則第１４０条の６３の６第２号に規定された基
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準（以下「緩和した基準」という。）による第１号訪問事業等を一体的に運営する

場合には、緩和した基準による第１号訪問事業等については、市がサービス内容等

に応じて基準を定められるが、例えば、サービス提供責任者であれば、要介護者数

で介護給付の基準を満たす必要があるので留意されたい。 

第３ 第１号事業 

Ⅰ 国基準訪問型サービス 

１ 人員に関する基準 

(1)  訪問介護員等の員数（国基準訪問型サービス要綱第５条第１項） 

ア  指定国基準訪問型サービス事業所における訪問介護員等の員数については、常

勤換算方法で２．５人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等

を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス

利用の状況や利用者数及び指定国基準訪問型サービスの事業の業務量を考慮し、

適切な員数の職員を確保するものとする。 

イ  勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等（以下「登録訪問介護員等」とい

う。）についての勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。 

（ア） 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所については、登

録訪問介護員等１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録訪問介護員等の

前年度の週当たりの平均稼働時間（サービス提供時間及び移動時間をいう。）

とすること。 

（イ） 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期

の実績しかない等のため（ア）の方法によって勤務延時間数の算定を行うこと

が適当でないと認められる事業所については、当該登録訪問介護員等が確実に

稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入

すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サービス提

供の実績に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が

乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対

象となるものであること。 

ウ  出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護員等の勤務延時

間数には、出張所等における勤務延時間数も含めるものとする。 
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(2)  サービス提供責任者（国基準訪問型サービス要綱第５条） 

ア  利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責

任者としなければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。

なお、これについては、指定国基準訪問型サービス事業所ごとに最小限必要な員

数として定められたものであり、１人のサービス提供責任者が担当する利用者の

数の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業務の実態に応じて必

要な員数を配置するものとする。 

（ア） 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 

（イ） 利用者の数については、前３月の平均値を用いる。この場合、前３月の平

均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、３で除して得た数とする。なお、

新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により利用

者の数を推定するものとする。 

イ  利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具

体的取扱は次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することが

できる非常勤職員については、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訪問介護員等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。）の２分の１以上に達している者でなければなら

ない。 

（ア） 利用者の数が４０人を超える事業所については、常勤換算方法とすること

ができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、利用

者の数を４０で除して得られた数（小数第１位に切り上げた数）以上とする。 

（イ） （ア）に基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員

数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

a  利用者の数が４０人超２００人以下の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から１

を減じて得られる数以上 

b  利用者の数が２００人超の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に２を

乗じて３で除して得られた数（一の位に切り上げた数）以上 
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従って、具体例を示すと別表一に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要と

なる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するも

のとする。 

ウ  国基準訪問型サービス要綱第５条第５項は、常勤のサービス提供責任者を３人

以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上

配置している指定国基準訪問型サービス事業所であって、当該事業所のサービス

提供責任者が行う業務が効率的に行われていることにより、サービス提供責任者

が担当する利用者を増すことに支障がないと認められる事業所に置くべきサービ

ス提供責任者の員数について規定したものであるが、次の点に留意する必要があ

る。 

（ア） 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供

責任者である者が当該事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間（事

業所における待機時間や移動時間を除く。）が、１月あたり３０時間以内であ

ること。 

（イ） 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、国

基準訪問型サービス要綱においてサービス提供責任者が行う業務として規定さ

れているものについて、省力化・効率化が図られていることが必要であり、例

えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 

a  訪問介護員の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活

用により、迅速な調整を可能としていること 

b  利用者情報（国基準訪問型サービス計画やサービス提供記録等）について、

タブレット端末やネットワークシステム等の IT 機器・技術の活用により、

職員間で円滑に情報共有することを可能としていること 

c  利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担

当や副担当を定めている等）を構築する等により、サービス提供責任者業務

の中で生じる課題に対しチームとして対応することや、当該サービス提供責

任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完することを可能としているこ

と 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供
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責任者については、イの規定に関わらず、別表二に示すサービス提供責任者数を

配置するものとする。 

エ  サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士又は厚生労

働大臣が定めるサービス提供責任者（平成２４年厚生労働省告示第１１８号）各

号に定める者であって、原則として常勤のものから選任するものとされたが、そ

の具体的取扱は次のとおりとする。なお、１級課程については、看護師等の資格

を有する者の場合、全科目を免除することが可能とされていたこと。 

（ア） 専ら指定国基準訪問型サービスの職務に従事する者であること。 

（イ） （ア）にかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができ

ること。この場合、それぞれの職務については、第２の２の (3) にいう、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であることから、当該

者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。 

(3)  管理者（国基準訪問型サービス要綱第６条） 

指定国基準訪問型サービス事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら

当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該

事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。 

ア  当該指定国基準訪問型サービス事業所の訪問介護員等としての職務に従事する

場合 

イ  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他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事

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（この場合の他の

事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰

であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサ

ービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障がある

と考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である

場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。）  

２ 設備に関する基準（国基準訪問型サービス要綱第７条） 
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(1)  指定国基準訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有

する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供す

るものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えな

い。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定国

基準訪問型サービスの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるもの

とする。 

(2)  事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペ

ースを確保するものとする。 

(3)  指定国基準訪問型サービス事業者は、指定国基準訪問型サービスに必要な設備及

び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に

必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場

合であって、指定国基準訪問型サービスの事業又は当該他の事業所、施設等の運営

に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を

使用することができるものとする。なお、事務室・区画、又は設備及び備品等につ

いては、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっ

ても差し支えない。 

３ 運営に関する基準 

(1)  介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について 

国基準訪問型サービス要綱第３条第４項は、指定第１号事業のサービスの提供に

当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、

事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの

質の向上に努めなければならないこととしたものである。 

この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term care 

Information system For Evidence ）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバ

ック情報を活用することが望ましい（この点については、国基準通所型サービスに

ついても同様とする。）。 

(2)  内容及び手続の説明及び同意 

国基準訪問型サービス要綱第８条は、指定国基準訪問型サービス事業者は、利用

者に対し適切な指定国基準訪問型サービスを提供するため、その提供の開始に際し、
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あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定国基準訪問型サービス事業

所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体

制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（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）等の利用申込者がサービスを

選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等

（当該指定国基準訪問型サービス事業者が、他の介護保険及び第１号事業に関する

事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成する

ことは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該

事業所から指定国基準訪問型サービスの提供を受けることにつき同意を得なければ

ならないこととしたものである。 

なお、当該同意については、利用者及び指定国基準訪問型サービス事業者双方の

保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 

(3)  提供拒否の禁止 

国基準訪問型サービス要綱第９条は、指定国基準訪問型サービス事業者は、原則

として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特

に、居宅要支援被保険者等の状態や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否する

ことを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の国基準訪問

型サービスの利用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止する

ものである（ただし、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平成

１２年１１月１６日老振第７６号）と同趣旨とし、また当該規定の１を除く。）。提

供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用

申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施

地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定国基準訪問型サービス

を提供することが困難な場合である。 

(4)  サービス提供困難時の対応 

指定国基準訪問型サービス事業者は、国基準訪問型サービス要綱第９条の正当な

理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定国基準訪問型サービスを提供するこ

とが困難であると認めた場合には、国基準訪問型サービス要綱第１０条の規定によ

り、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定国基
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準訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ないものである。 

(5)  受給資格等の確認 

ア  国基準訪問型サービス要綱第１１条第１項は、指定国基準訪問型サービスの利

用に係る費用につき第１号事業支給費を受けることができるのは、要支援認定を

受けている又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生労働大臣が

定める基準の該当である被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定国基

準訪問型サービス事業者は、指定国基準訪問型サービスの提供の開始に際し、利

用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支

援認定の有効期間又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生労働

大臣が定める基準の該当の有無を確かめなければならないこととしたものである。 

イ  同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定第１号事業の適切かつ有効な利用

等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されている

ときは、指定国基準訪問型サービス事業者は、これに配慮して指定国基準訪問型

サービスを提供するように努めるべきことを規定したものである。 

(6)  要支援認定等の申請に係る援助 

ア  国基準訪問型サービス要綱第１２条第１項は、要支援認定の申請がなされてい

る又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生労働大臣が定める基

準の該当の有無の確認を受けていれば、当該効力が申請時及び施行規則第１４０

条の６２の４第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準の実施日に遡ることに

より、指定国基準訪問型サービスの利用に係る費用が第 1号事業支給費の対象と

なりうることを踏まえ、指定国基準訪問型サービス事業者は、利用申込者が要支

援認定を受けていない又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準の該当の有無の確認を受けていないことを確認した場合に

は、要支援認定の申請又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準の該当の有無が既に行われているか否かを確認し、申請又

は確認が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

イ  同条第２項は、要支援認定を継続し、継続して第１号事業支給費を受けるため
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には要支援更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から３０日

以内に行われることとされていることを踏まえ、指定国基準訪問型サービス事業

者は、第１号介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申

請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０日

前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

(7)  第１号事業支給費の支給を受けるための援助（国基準訪問型サービス要綱第１５

条） 

第１号事業支給費の支給においては、国基準訪問型サービス要綱第１５条は、施

行規則第１４０条の６２の５第３項に規定する計画の対象になっていない場合は、

提供を受けようとしている指定国基準訪問型サービスに係る第１号事業支給費の支

給を受けることができないことを踏まえ、指定国基準訪問型サービス事業者は、利

用申込者又はその家族に対し、指定国基準訪問型サービスに係る第１号事業支給費

の支給を受けるための要件の説明、地域包括支援センター等に関する情報提供その

他の第１号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

(8)  介護予防サービス計画等の変更の援助 

国基準訪問型サービス要綱第１７条は、指定国基準訪問型サービスを法定代理受

領サービスとして提供するためには当該指定国基準訪問型サービスが介護予防サー

ビス計画等に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定国基準訪問型サー

ビス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合（利用者の

状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領

サービスとして行う等のために介護予防サービス計画等の変更が必要となった場合

で、指定国基準訪問型サービス事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者

が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡、

サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場

合には支給限度額の範囲内で介護予防サービス計画等を変更する必要がある旨の説

明その他の必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

(9)  身分を証する書類の携行 
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国基準訪問型サービス要綱第１８条は、利用者が安心して指定国基準訪問型サー

ビスの提供を受けられるよう、指定国基準訪問型サービス事業者は、当該指定国基

準訪問型サービス事業所の訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行

させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべ

き旨を指導しなければならないこととしたものである。この証書等には、当該指定

国基準訪問型サービス事業所の名称、当該訪問介護員等の氏名を記載するものとし、

当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 

(10)  サービスの提供の記録 

ア  国基準訪問型サービス要綱第１９条第１項は、利用者及びサービス事業者が、

その時点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするた

めに、指定国基準訪問型サービス事業者は、指定国基準訪問型サービスを提供し

た際には、当該指定国基準訪問型サービスの提供日、内容（例えば、身体介護、

生活援助の別）、第１号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防

サービス計画等の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととし

たものである。 

イ  同条第２項は、当該指定国基準訪問型サービスの提供日、提供した具体的なサ

ービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サー

ビス事業者間の密接な連携等を図るため、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

ならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利

用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録は、国基準訪問型サービス要綱第３８条第２項の規定に基

づき、５年間保存しなければならない。 

(11)  利用料等の受領 

ア  国基準訪問型サービス要綱第２０条第１項は、指定国基準訪問型サービス事業

者は、法定代理受領サービスとして提供される指定国基準訪問型サービスについ

ての利用者負担として、第１号事業支給費用基準額の１割、２割又は３割（施行

規則第１４０条の６３の２の規定の適用により第１号事業支給費の率が９割、８

割又は７割でない場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければな
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らないことを規定したものである。 

イ  同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サ

ービスでない指定国基準訪問型サービスを提供した際に、その利用者から支払を

受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定国基準訪問型サービスに

係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設

けてはならないこととしたものである。 

なお、そもそも第１号事業支給費の対象となる指定国基準訪問型サービスと明

確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして

差し支えない。 

（ア） 利用者に、当該事業が指定国基準訪問型サービスの事業とは別事業であり、

当該サービスが第１号事業支給費の対象とならないサービスであることを説明

し、理解を得ること。 

（イ） 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定国基準訪問型サービス事業

所の運営規程とは別に定められていること。 

（ウ） 会計が指定国基準訪問型サービスの事業の会計と区分されていること。 

ウ  同条第３項は、指定国基準訪問型サービス事業者は、指定国基準訪問型サービ

スの提供に関して、前２項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定国基準訪問型サービスを行う場合の交通

費（移動に要する実費）の支払を利用者から受けることができることとし、第１

号事業支給費の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目

による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

エ  同条第４項は、指定国基準訪問型サービス事業者は、前項の交通費の支払を受

けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して

説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものである。 

(12)  第１号事業支給費の請求のための証明書の交付 

国基準訪問型サービス要綱第２１条は、利用者が市に対する第１号事業支給費の

請求を容易に行えるよう、指定国基準訪問型サービス事業者は、法定代理受領サー

ビスでない指定国基準訪問型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供し

た指定国基準訪問型サービスの内容、費用の額その他利用者が第１号事業支給費を
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請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならないこととしたものである。 

(13)  利用者に関する市への通知 

国基準訪問型サービス要綱第２３条は、偽りその他不正な行為によって第１号事

業支給費を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により居宅要支援

被保険者等の状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、

第１号事業支給費の適正な支給の観点から市に通知しなければならない事由を列記

したものである。 

(14)  緊急時等の対応 

国基準訪問型サービス要綱第２４条は、訪問介護員等が現に指定国基準訪問型サ

ービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場

合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医師（以下

「主治医」という。）への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこと

としたものである。 

(15)  管理者及びサービス提供責任者の責務 

国基準訪問型サービス要綱第２５条は、指定国基準訪問型サービス事業所の管理

者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業

者及び業務の一元的管理並びに従業者に国基準訪問型サービス要綱第２章第４節

（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指

定国基準訪問型サービスに関するサービス内容の管理について必要な業務等として、

国基準訪問型サービス要綱第２５条第３項各号に具体的に列記する業務を行うもの

である。この場合、複数のサービス提供責任者を配置する指定国基準訪問型サービ

ス事業所において、サービス提供責任者間での業務分担を行うことにより、指定国

基準訪問型サービス事業所として当該業務を適切に行うことができているときは、

必ずしも１人のサービス提供責任者が当該業務の全てを行う必要はない。 

また、同条第３項第２号の２において、サービス提供責任者は地域包括支援セン

ター等に対して、指定国基準訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬

状況や口腔機能等の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を

行うこととされているが、情報の提供は、サービス担当者会議等を通じて行うこと
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も差し支えない。必要な情報の内容については、 

例えば、 

 ・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 

 ・薬の服用を拒絶している 

 ・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

 ・口臭や口腔内出血がある 

 ・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

 ・食事量や食事回数に変化がある 

 ・下痢や便秘が続いている 

 ・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

 ・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供さ 

れていない 

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、地域包括支援センタ

ー等に対して情報提供する内容は、サービス提供責任者が適切に判断することとす

る。なお、必要な情報の提供については、あらかじめ、サービス担当者会議等で地

域包括支援センター等と調整しておくことが望ましい。 

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な国基準訪問型サービスを提

供するために重要な役割を果たすことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではな

く、国基準訪問型サービス事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を

実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなけ

ればならない。 

(16)  サービス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理、研修、技術指導等 

   国基準訪問型サービス要綱第２５条第３項第４号から第７号までにおいて、サー

ビス提供責任者による訪問介護員等に対する業務管理や研修、技術指導等が規定さ

れているとこである。 

   平成３０年度以降、生活援助中心型のみに従事することができる生活援助従事者

研修修了者が従事するようになることから、当該研修修了者を含む訪問介護員等で

あって、指定国基準訪問型サービスに従事したことがない者については、初回訪問

時にサービス提供責任者が同行するなどのＯＪＴを通じて支援を行うこととする。



19 

 

また、緊急時の対応等についてもあらかじめ当該訪問介護員等に指導しておくこと

とする。 

   さらに、生活援助従事者研修修了者である訪問介護員等が所属している指定国基

準訪問型サービス事業所のサービス提供責任者は、当該訪問介護員等が生活援助中

心型しか提供できないことを踏まえ、利用者の状況を判断の上、適切な業務管理を

行うこととする。具体的には、生活援助中心型のみ利用している利用者に対する指

定国基準訪問型サービスに従事させることなどが考えられる。 

(17)  運営規程 

国基準訪問型サービス要綱第２６条は、指定国基準訪問型サービスの事業の適正

な運営及び利用者に対する適切な指定国基準訪問型サービスの提供を確保するため、

同条第１号から第８号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定国基

準訪問型サービス事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するも

のとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス

種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運

営規程を一体的に作成することも差し支えない（この点については国基準通所型サ

ービスについても同様とする。）。 

ア  従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点か

ら、規程を定めるに当たっては、国基準訪問型サービス要綱第５条において置く

べきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差

し支えない（国基準訪問型サービス要綱第８条に規定する重要事項を記した文書

に記載する場合についても、同様とする。）（以下、国基準通所型サービスにつ

いても同趣旨。）。 

イ  指定国基準訪問型サービスの内容（第４号） 

「指定国基準訪問型サービスの内容」とは、身体介護、生活援助サービスの内

容を指すものであること。 

ウ  利用料その他の費用の額（第４号） 

 「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定国基準訪問型サービス

に係る利用料（１割負担、２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスで
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ない指定国基準訪問型サービスの利用料を、「その他の費用の額」としては、国

基準訪問型サービス要綱第２０条第３項により徴収が認められている交通費の額

及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること

（以下、国基準通所型サービスについても同趣旨。）。 

エ  通常の事業の実施地域（第５号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。な

お、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、

当該地域を越えてサービスが行われることを妨げるものではないものであること

（以下、国基準通所型サービスについても同趣旨。）。 

オ  虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 

 (29) の虐待の防止に係る、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（以下「虐待等」という。）が

発生した場合の対応方法等を指す内容であること（以下、国基準通所型サービス

についても同趣旨。）。 

(18)  介護等の総合的な提供 

国基準訪問型サービス要綱第２７条は、国基準訪問型サービス要綱第４条の基本

方針等を踏まえ、指定国基準訪問型サービスの事業運営に当たっては、多種多様な

国基準訪問型サービスの提供を行うべき旨を明確化したものである。指定国基準訪

問型サービス事業は、生活全般にわたる援助を行うものであることから、指定国基

準訪問型サービス事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護（身体介護）又は調理、

洗濯、掃除等の家事（生活援助）を総合的に提供しなければならず、また、指定国

基準訪問型サービス事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のうち

特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったりし

てはならないこととしたものである。また、サービス提供の実績から特定のサービ

ス行為に偏っていることが明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者

の勤務体制、当該事業者の行う他の事業との関係等の事業運営全般から判断して、

特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に抵触することとなる。 

また、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、

特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供
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時間の大半を占めていれば、これに該当するものである。 

(19)  勤務体制の確保等 

国基準訪問型サービス要綱第２８条は、利用者に対する適切な指定国基準訪問型

サービスの提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、

次の点に留意する必要がある。 

ア  指定国基準訪問型サービス事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、

訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管

理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。 

イ  同条第２項は、当該指定国基準訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって

指定国基準訪問型サービスを提供するべきことを規定したものであるが、指定国

基準訪問型サービス事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。

以下「労働者派遣法」という。）に規定する労働者派遣契約その他の契約により、

当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであること。な

お、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則（昭和６１年厚

生省令第４９号）第１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業とし

て行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者（同法に規定

する紹介予定派遣又は同法第４０条の２第１項第３号又は第４号に該当する場合

を除く。）であってはならないことに留意すること。 

ウ  同条第３項は、当該指定国基準訪問型サービス事業所の従業者たる訪問介護員

等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参

加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 

エ  同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和４７年法律第１１３号）第１１条第１項及び労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法

律第１３２号）第３０条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場における

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメ

ント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられ

ていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容
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及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、

セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族

等から受けるものも含まれることに留意すること。 

(ア)  事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成１８

年厚生労働省告示第６１５号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景

とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）

において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとお

りである。 

a 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ

てはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

b 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応

のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務

については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正

する法律（令和元年法律第２４号）附則第３条の規定により読み替えられた労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律第３０条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービ

ス業を主たる事業とする事業主については資本金が５０００万円以下又は常時

使用する従業員の数が１００人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化

となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の

観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

(イ)  事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタ
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マーハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うこ

とが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体

制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、

行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュ

アル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されてい

る。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメント

の防止が求められていることから、（ア）（事業主が講ずべき措置の具体的内

容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対

策マニュアル」、 「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にし

た取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、

以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html ） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員

に対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事

業を実施している場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っ

ていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメ

ント対策を推進することが望ましい。 

(20)  業務継続計画の策定等 

ア  国基準訪問型サービス要綱第２８条の２は、指定国基準訪問型サービス事業者

は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定国基準訪問

型サービスの提供を受けられるよう、指定国基準訪問型サービスの提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、登

録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対して、必要な研修及

び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、国基準訪問型サー

ビス要綱第２８条の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサ

ービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が

発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及
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び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望まし

い。 

 なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令

和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

イ  業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容に

ついては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務

継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続

ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なる

ものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症

及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

(ア)  感染症に係る業務継続計画 

a 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄

品の確保等） 

b 初動対応 

c 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者

との情報共有等） 

(イ)  災害に係る業務継続計画 

a 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停

止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

b 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

c 他施設及び地域との連携 

ウ  研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共

有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を

行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を実

施するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研

修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修

については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 
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エ  訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において

迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感

染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実

施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症

の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。  

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

(21)  衛生管理等 

ア  国基準訪問型サービス要綱第２９条第１項及び第２項は、指定国基準訪問型サ

ービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定国基

準訪問型サービス事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規

定したものである。特に、指定国基準訪問型サービス事業者は、訪問介護員等が

感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い

捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

イ  同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置 

については、具体的には次の（ア）から（ウ）までの取扱いとすること。各事項

について、同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令

和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

(ア)  感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する

者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知

識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。

構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担

当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１

回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要
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に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミ

ュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができ

るものとする。この際、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。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に

設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

(イ)  感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

  当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、

平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかか

る感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況

の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等

の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における

事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこ

とも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染

対策の手引き」を参照されたい。 

(ウ)  感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症

の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛

生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育

（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施する

ことが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策
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力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支え

なく、当該事業所の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生

した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的

（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時におい

て迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事

業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するも

のとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

(22)  掲示 

ア  国基準訪問型サービス要綱第３０条第１項は、指定国基準訪問型サービス事業

者は、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理

の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（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）等の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を指定国基準訪問型サービス事業所

の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意す

る必要がある。 

(ア)  事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込

者、利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

(イ)  訪問介護員等の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数

を掲示する趣旨であり、訪問介護員等の氏名まで掲示することを求めるもので

はないこと。 

イ  同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、

利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定国基準訪問型サービス事

業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができることを規定し

たものである。 

(23)  秘密保持等 

ア  国基準訪問型サービス要綱第３１条第１項は、指定国基準訪問型サービス事業

所の訪問介護員等その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の
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秘密の保持を義務づけたものである。 

イ  同条第２項は、指定国基準訪問型サービス事業者に対して、過去に当該指定国

基準訪問型サービス事業所の訪問介護員等その他の従業者であった者が、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取

ることを義務づけたものであり、具体的には、指定国基準訪問型サービス事業者

は、当該指定国基準訪問型サービス事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従

業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用

時等に取り決め、例えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこと

とするものである。 

ウ  同条第３項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報

等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、地域包括支

援センター等の担当職員や介護支援専門員、他のサービスの担当者と共有するた

めには、指定国基準訪問型サービス事業者は、あらかじめ、文書により利用者又

はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、

サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足

りるものである。 

(24)  不当な働きかけの禁止 

国基準訪問型サービス要綱第３２条の２は、地域包括支援センター等に対する利

益供与に当たらない場合であっても、指定国基準訪問型サービス事業者が、介護予

防サービス計画等の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の担当職員又は

被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなど

の不当な働きかけを行ってはならないこととしたものである。具体的には、例えば、

指定国基準訪問型サービス事業者と地域包括支援センター等が同一法人等である場

合や同一の建物等に所在する場合において、当該利用者の状況を勘案することなく、

自らが提供する国基準訪問型サービスを介護予防サービス計画等に位置付けるよう

働きかけるような場合が該当する。 

(25)  地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 

国基準訪問型サービス要綱第３３条は、地域包括支援センター等の公正中立性を

確保するために、指定国基準訪問型サービス事業者は、地域包括支援センター等又
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はその従業者に対し、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、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたもの

である。 

(26)  苦情処理 

ア  国基準訪問型サービス要綱第３４条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的

には、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

ために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービ

スの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載すると

ともに、事業所に掲示すること等である。 

イ  同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定国基準訪問型サー

ビス事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定国基準訪

問型サービス事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

その内容等を記録することを義務づけたものである。 

また、指定国基準訪問型サービス事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る

上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の

向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、国基準訪問型サービス要綱第３８条第２項の規定に基づき、苦情の内容

等の記録は、５年間保存しなければならない。 

ウ  同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けら

れている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、

かつ、保険者である市が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることか

ら、市についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定国基準訪問型サービス

事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確

にしたものである。 

(27)  地域との連携等 

ア  国基準訪問型サービス要綱第３５条第１項は、国基準訪問型サービス要綱第３

条第２項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入

れる等、市との密接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市が実

施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市が老人クラブ、
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婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

イ  同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定国基準訪問

型サービス事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する居宅要支援被保険者等

に指定国基準訪問型サービスを提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住

する居宅要支援被保険者等のみを対象としたサービス提供が行われないよう、国

基準訪問型サービス要綱第９条の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推

進の観点から地域の居宅要支援被保険者等にもサービス提供を行うよう努めなけ

ればならないことを定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実

情に応じて、市が指定の基準等を定める場合において、例えば、当該事業所の利

用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、ある

いはしなければならない等の規定を設けることは差し支えないものである。この

際、自立支援や重度化防止等につながるようなサービス提供がなされているか等、

サービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。 

(28)  事故発生時の対応 

国基準訪問型サービス要綱第３６条は、利用者が安心して指定国基準訪問型サー

ビスの提供を受けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。

指定国基準訪問型サービス事業者は、利用者に対する指定国基準訪問型サービスの

提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域

包括支援センター等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととすると

ともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなら

ないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定国基準訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。  

なお、国基準訪問型サービス要綱第３８条第２項の規定に基づき、事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録は、５年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

（ア） 利用者に対する指定国基準訪問型サービスの提供により事故が発生した場

合の対応方法については、あらかじめ指定国基準訪問型サービス事業者が定め

ておくことが望ましいこと。 
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（イ） 指定国基準訪問型サービス事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠

償を行うため、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が

望ましいこと。 

（ウ） 指定国基準訪問型サービス事業者は、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。 

(29)  虐待の防止 

国基準訪問型サービス要綱第３６条の２は、虐待の防止に関する事項について規

定したものである。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者

の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定国基準訪問型サービ

ス事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に

防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成１７年法律第１２４号。以下

「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高

め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待

の防止に関する措置を講じるものとする。 

    ・虐待の未然防止 

指定国基準訪問型サービス事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配

慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、国基準訪問型サービ

ス要綱第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業

者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止

法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解

していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

 指定国基準訪問型サービス事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレク

ト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に

発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の

周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐

待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をす

ること。 
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・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、

指定国基準訪問型サービス事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、

市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は

その再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

ア 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

 虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生

した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理

者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする

とともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微な

ものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、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。この際、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。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することと

する。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再

発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

   （ア） 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

（イ） 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
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（ウ） 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

（エ） 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

（オ） 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に

行われるための方法に関すること 

（カ） 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な

防止策に関すること 

（キ） 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

イ 虐待の防止のための指針（第２号） 

 指定国基準訪問型サービス事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、

次のような項目を盛り込むこととする。 

（ア） 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

（イ） 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

（ウ） 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

（エ） 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

（オ） 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

（カ） 成年後見制度の利用支援に関する事項 

（キ） 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

（ク） 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

（ケ） その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

ウ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

 従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関す

る基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定国

基準訪問型サービス事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うもの

とする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定国基準訪問型サービス

事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）

を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施するこ

とが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、
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事業所内での研修で差し支えない。 

エ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

     指定国基準訪問型サービス事業所における虐待を防止するための体制として、

アからウまでに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必

要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が

務めることが望ましい。 

(30)  会計の区分 

 国基準訪問型サービス要綱第３７条は、指定国基準訪問型サービス事業者は、指

定国基準訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定国基準訪問型

サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととした

ものであるが、具体的な会計処理の方法等については、厚生労働省老健局振興課長

通知「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」（平成１３年老振発

第１８号）を参考に行うものであること。 

(31)  記録の整備 

国基準訪問型サービス要綱第３８条第２項は、指定国基準訪問型サービス事業者

が同項各号に規定する記録を整備し、５年間保存しなければならないこととしたも

のである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解

除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提

供が終了した日を指すものとする。 

(32)  指定国基準訪問型サービスの基本取扱方針 

国基準訪問型サービス要綱第３９条にいう指定国基準訪問型サービスの基本取扱

方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。 

ア  指定国基準訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の

運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これ

らの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを

目的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。 

イ  介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠で



35 

 

あることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュ

ニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう

努めること。 

ウ  サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス

提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生

み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不

適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

エ  提供された国基準訪問型サービスについては、国基準訪問型サービス計画に定

める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行う

など、その改善を図らなければならないものであること。 

(33)  指定国基準訪問型サービスの具体的取扱方針 

ア  国基準訪問型サービス要綱第４０条第１号及び第２号は、サービス提供責任者

は、国基準訪問型サービス計画を作成しなければならないこととしたものである。

国基準訪問型サービス計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、

国基準訪問型サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセス

メント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員

等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとす

る。なお、国基準訪問型サービス計画の様式については、事業所ごとに定めるも

ので差し支えない。 

イ  同条第３号は、国基準訪問型サービス計画は、介護予防サービス計画等に沿っ

て作成されなければならないこととしたものである。 

なお、国基準訪問型サービス計画の作成後に介護予防サービス計画等が作成さ

れた場合は、当該国基準訪問型サービス計画が介護予防サービス計画等に沿った

ものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

ウ  国基準訪問型サービス要綱第４０条第４号から第７号は、サービス提供に当た

っての利用者又はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、国基

準訪問型サービス計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成

されなければならないものであり、その内容について説明を行った上で利用者の
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同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反

映の機会を保障しようとするものである。サービス提供責任者は、国基準訪問型

サービス計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方

法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

 また、国基準訪問型サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付し

なければならず、当該国基準訪問型サービス計画は、国基準訪問型サービス要綱

第３８条第２項の規定に基づき、５年間保存しなければならないこととしている。 

エ  国基準訪問型サービス要綱第４０条第８号は、指定国基準訪問型サービスの提

供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、

常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであることとしたものである。 

オ  同条第９号から第１１号は、事業者に対して国基準訪問型サービスの提供状況

等について地域包括支援センター等に対する報告の義務づけを行うとともに、国

基準訪問型サービス計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握

（モニタリング）を義務づけるものである。地域包括支援センター等に対する実

施状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画等に即して適切に

提供されているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大きく異

なることとなっていないか等を確認するために行うものであり、毎月行うことと

している。 

また、併せて、事業者は国基準訪問型サービス計画に定める計画期間が終了す

るまでに１回はモニタリングを行い、利用者の国基準訪問型サービス計画に定め

る目標の達成状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果によ

り、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当する地域包括支

援センター等とも相談の上、必要に応じて当該国基準訪問型サービス計画の変更

を行うこととしたものである。 

カ  地域包括支援センター等が行う第１号介護予防支援事業及び介護予防支援事業

で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ることを踏

まえ、介護予防サービス計画等に基づきサービスを提供している指定国基準訪問

型サービス事業者は、地域包括支援センター等から国基準訪問型サービス計画の

提供の求めがあった際には、当該計画を提出することに協力するよう努めるもの
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とする。 

Ⅱ 国基準通所型サービス 

１ 人員に関する基準 

(1)  従業者の員数（国基準通所型サービス要綱第５条） 

ア  指定国基準通所型サービスの単位とは、同時に、一体的に提供される指定国基

準通所型サービスをいうものであることから、例えば、次のような場合は、２単

位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 

（ア） 指定国基準通所型サービスが同時に一定の距離を置いた２つの場所で行わ

れ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合 

（イ） 午前と午後とで別の利用者に対して指定国基準通所型サービスを提供する

場合 

また、利用者ごとに策定した国基準通所型サービス計画に位置づけられた内

容の指定国基準通所型サービスが一体的に提供されていると認められる場合は、

同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して指定国基準通所型サービスを行

うことも可能である。なお、同時一体的に行われているとは認められない場合

は、別単位となることに留意すること。 

イ  国基準通所型サービス要綱第５条第１項第１号の生活相談員及び同項第３号の

介護職員の人員配置については、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務

する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）を提供時間数で除して得た

数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定

めたものであり、必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は

問わないものである。 

ウ  生活相談員については、指定国基準通所型サービスの単位の数にかかわらず、

次の計算式のとおり指定国基準通所型サービス事業所における提供時間数に応じ

た生活相談員の配置が必要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該

事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービスが提供されて

いない時間帯を除く。）とする。 

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 
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例えば、１単位の指定国基準通所型サービスを実施している事業所の提供時間

数を６時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数である６時間

で除して得た数が１以上となるよう確保すればよいことから、従業者の員数にか

かわらず６時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例えば午前９時か

ら正午、午後１時から午後６時の２単位の指定国基準通所型サービスを実施して

いる事業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前９時から午後６

時（正午から午後１時までを除く。）となり、提供時間数は８時間となることか

ら、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。 

なお、指定国基準通所型サービス事業所が、利用者の地域での暮らしを支える

ため、医療機関、他の第１号事業者、地域の住民活動等と連携し、指定国基準通

所型サービス事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠

点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、

「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」、「利用者宅を訪

問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のため

の時間」、「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、

利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を

行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである。 

エ  国基準通所型サービス要綱第５条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適用

を受ける場合の看護職員又は介護職員を含む。以下エについて同じ。）について

は、指定国基準通所型サービスの単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要と

なるものであり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及

び利用者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、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数で除して得た数）

とする。 

（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 
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・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

具体例を別表三に示すものとする。 

なお、介護職員については、指定国基準通所型サービスの単位ごとに常時１名

以上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう必要

な配置を行うよう定めたものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき

勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻までの

時間数に満たない場合であっても、常時１名以上が確保されるよう配置を行う必

要があることに留意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定国基準通所型サ

ービスの単位の介護職員として従事することができるとされたことから、例えば

複数の単位の指定国基準通所型サービスを同じ時間帯に実施している場合、単位

ごとに介護職員等が常に１名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて

柔軟な配置が可能である。 

オ  看護職員については、指定国基準通所型サービス事業所の従業者により確保す

ることに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保するこ

とも可能である。具体的な取扱いは以下のとおりとする。 

（ア） 指定国基準通所型サービス事業所の従業者により確保する場合 

提供時間帯を通じて、専ら当該指定国基準通所型サービスの提供に当たる

必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定国基準通所型サー

ビス事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 

（イ） 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合 

看護職員が指定国基準通所型サービス事業所の営業日ごとに利用者の健康
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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国基準通所

型サービス事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図るものとす

る。 

なお（ア）及び（イ）における「密接かつ適切な連携」とは、指定国基準通所

型サービス事業所へ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である。 

カ  利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定国基準通所型サービスについての

利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、

あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、１日の

うちの午前の提供時間帯に利用者１０人に対して指定国基準通所型サービスを提

供し、午後の提供時間帯に別の利用者１０人に対して指定国基準通所型サービス

を提供する場合であって、それぞれの指定国基準通所型サービスの定員が１０人

である場合には、当該事業所の利用定員は１０人、必要となる介護職員は午前午

後それぞれにおいて利用者１０人に応じた数ということとなり、人員算定上午前

の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 

キ  同一事業所で複数の単位の指定国基準通所型サービスを同時に行う場合であっ

ても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものである（国基準通所型

サービス要綱第５条第７項関係）。  

(2)  生活相談員（国基準通所型サービス要綱第５条第１項第１号） 

 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第４６号）第５条第２項に定める生活相談員に準ずるものである。 

(3)  機能訓練指導員（国基準通所型サービス要綱第５条第１項第７項） 

 機能訓練指導員は、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訓練

を行う能力を有する者とされたが、この「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、はり師又はきゅう師の資格を有する者（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。）とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエー
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ション、行事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。 

(4)  管理者（国基準通所型サービス要綱第６条） 

指定国基準通所型サービス事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら

当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該

事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

ア  当該指定国基準通所型サービス事業所の他の職務に従事する場合 

イ  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他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事

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（この場合の他の

事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰

であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサ

ービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障がある

と考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である

場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。）  

２ 設備に関する基準（国基準通所型サービス要綱第７条） 

(1)  事業所 

事業所とは、指定国基準通所型サービスを提供するための設備及び備品を備えた

場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のた

め、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存

施設に出向いて指定国基準通所型サービスを提供する場合については、これらを事

業所の一部とみなして設備基準を適用するものである。 

(2)  食堂及び機能訓練室 

 指定国基準通所型サービス事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定国基準通所

型サービスの機能訓練室等」という。）については、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こととされたが、指定国基準通所型サービスが原則とし

て同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑み、狭隘な部屋を

多数設置することにより面積を確保すべきではないものである。ただし、指定国基

準通所型サービスの単位をさらにグループ分けして効果的な指定国基準通所型サー
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ビスの提供が期待される場合はこの限りではない。 

(3)  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

定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないもので

ある。 

(4)  設備に係る共用 

指定国基準通所型サービス事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場

合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに

規定があるもの（指定国基準訪問型サービス事業所の場合は事務室）は共用が可能

である。ただし、指定国基準通所型サービスの機能訓練室等と、指定国基準通所型

サービス事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療

院における指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについては、以下

の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとす

る。 

（ア）当該部屋等において、指定国基準通所型サービス事業所の機能訓練室等と指定

通所リハビリテーション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。 

（イ）指定国基準通所型サービス事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指

定国基準通所型サービス事業所の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテ

ーション等を行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテ

ーション事業所等の設備基準を満たすこと。 

     また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置される

ものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能であ

る。 

なお、設備を共用する場合、国基準通所型サービス要綱第２８条第２項におい

て、指定国基準通所型サービス事業者は、事業所において感染症が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければならないと定めている

ところであるが、衛生管理等に一層努めること。 

(5) 指定国基準通所型サービス事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定国基準通所

型サービス以外のサービスを提供する場合 
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指定国基準通所型サービスの提供以外の目的で、指定国基準通所型サービス事業

所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定国基準通所型サービス以外のサービス（以

下「宿泊サービス」という。）を提供する場合には、当該サービスの内容を当該サ

ービスの提供開始前に当該指定国基準通所型サービス事業者に係る指定を行った市

長に届け出る必要があり、当該サービスの届出内容については、別紙様式によるも

のとする。また、指定国基準通所型サービス事業者は宿泊サービスの届出内容に係

る介護サービス情報を市に報告することとする。 

指定国基準通所型サービス事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場

合は、変更の事由が生じてから１０日以内に市長に届け出るよう努めることとする。

また、宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の１月前ま

でに市長に届け出るよう努めることとする。 

(6)  (5) のサービスを提供する指定国基準通所型サービス事業者は、市の消防本部予

防課へ (5) に規定する当該届出の内容についての情報提供に努めることとする。 

３ 運営に関する基準 

(1)  内容及び手続の説明及び同意 

国基準通所型サービス要綱第８条は、指定国基準通所型サービス事業者は、利用

者に対し適切な指定国基準通所型サービスを提供するため、そ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、当該指定国基準通所型サービス事業

所の運営規程の概要、国基準通所型サービス従業者の勤務体制、事故発生時の対応、

苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（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）等の利用申込者

がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパン

フレット等（当該指定国基準通所型サービス事業者が、他の介護保険及び第１号事

業に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的

に作成することは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を

行い、当該事業所から指定国基準通所型サービスの提供を受けることにつき同意を

得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及

び指定国基準通所型サービス事業者双方の保護の立場から書面によって確認するこ

とが望ましいものである。 
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(2)  提供拒否の禁止 

国基準通所型サービス要綱第９条は、指定国基準通所型サービス事業者は、原則

として、利用申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特

に、居宅要支援被保険者等の状態や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否する

ことを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為以外の国基準通所

型サービスの利用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも禁止する

ものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の

現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通

常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定国基準

通所型サービスを提供することが困難な場合である。 

(3)  サービス提供困難時の対応 

 指定国基準通所型サービス事業者は、国基準通所型サービス要綱第９条の正当な

理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定国基準通所型サービスを提供するこ

とが困難であると認めた場合には、国基準通所型サービス要綱第１０条の規定によ

り、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定国基

準通所型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ないものである。 

(4)  受給資格等の確認 

ア  国基準通所型サービス要綱第１１条第１項は、指定国基準通所型サービスの利

用に係る費用につき第１号事業支給費を受けることができるのは、要支援認定を

受けている又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生労働大臣が

定める基準の該当である被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定国基

準通所型サービス事業者は、指定国基準通所型サービスの提供の開始に際し、利

用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支

援認定の有効期間又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生労働

大臣が定める基準の該当の有無を確かめなければならないこととしたものである。 

イ  同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定第１号事業の適切かつ有効な利用

等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されている

ときは、指定国基準通所型サービス事業者は、これに配慮して指定国基準通所型
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サービスを提供するように努めるべきことを規定したものである。 

(5)  要支援認定等の申請に係る援助 

ア  国基準通所型サービス要綱第１２条第１項は、要支援認定の申請がなされてい

る又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生労働大臣が定める基

準の該当の有無の確認を受けていれば、当該効力が申請時及び施行規則第１４０

条の６２の４第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準の実施日に遡ることに

より、指定国基準通所型サービスの利用に係る費用が第 1号事業支給費の対象と

なりうることを踏まえ、指定国基準通所型サービス事業者は、利用申込者が要支

援認定を受けていない又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準の該当の有無の確認を受けていないことを確認した場合に

は、要支援認定の申請又は施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準の該当の有無が既に行われているか否かを確認し、申請又

は確認が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

イ  同条第２項は、要支援認定を継続し、継続して第１号事業支給費を受けるため

には要支援更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から３０日

以内に行われることとされていることを踏まえ、指定国基準通所型サービス事業

者は、第１号介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申

請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０日

前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

(6)  第１号事業支給費の支給を受けるための援助（国基準通所型サービス要綱第１５

条） 

第１号事業支給費の支給においては、国基準通所型サービス要綱第１５条は、施

行規則第１４０条の６２の５第３項に規定する計画の対象になっていない場合は、

提供を受けようとしている指定国基準通所型サービスに係る第１号事業支給費の支

給を受けることができないことを踏まえ、指定国基準通所型サービス事業者は、利

用申込者又はその家族に対し、指定国基準通所型サービスに係る第１号事業支給費

の支給を受けるための要件の説明、地域包括支援センター等に関する情報提供その
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他の第１号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。 

(7)  介護予防サービス計画等の変更の援助 

国基準通所型サービス要綱第１７条は、指定国基準通所型サービスを法定代理受

領サービスとして提供するためには当該指定国基準通所型サービスが介護予防サー

ビス計画等に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定国基準通所型サー

ビス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合（利用者の

状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領

サービスとして行う等のために介護予防サービス計画等の変更が必要となった場合

で、指定国基準通所型サービス事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者

が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡、

サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場

合には支給限度額の範囲内で介護予防サービス計画等を変更する必要がある旨の説

明その他の必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

(8)  サービスの提供の記録 

ア  国基準通所型サービス要綱第１８条は、利用者及びサービス事業者が、その時

点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、

指定国基準通所型サービス事業者は、指定国基準通所型サービスを提供した際に

は、当該指定国基準通所型サービスの提供日、内容、第１号事業支給費の額その

他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等の書面又はサービス利用票等

に記載しなければならないこととしたものである。 

イ  同条第２項は、当該指定国基準通所型サービスの提供日、提供した具体的なサ

ービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サー

ビス事業者間の密接な連携等を図るため、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

ならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利

用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録は、国基準通所型サービス要綱第３７条第２項の規定に基

づき、５年間保存しなければならない。 
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(9)  利用料等の受領 

 通所介護では、利用料以外に「その他の費用の額」として「指定通所介護に通常

要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必

要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用

基準額を超える費用」を利用者から受け取ることができるが、国基準通所型サービ

スでは、受け取ることができないので留意すること。 

ア  国基準通所型サービス要綱第１９条第１項は、指定国基準通所型サービス事業

者は、法定代理受領サービスとして提供される指定国基準通所型サービスについ

ての利用者負担として、第１号事業支給費用基準額の１割、２割又は３割（施行

規則第１４０条の６３の２の規定の適用により第１号事業支給費の率が９割、８

割又は７割でない場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければな

らないことを規定したものである。 

イ  同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サ

ービスでない指定国基準通所型サービスを提供した際に、その利用者から支払を

受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定国基準通所型サービスに

係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設

けてはならないこととしたものである。 

なお、そもそも第１号事業支給費の対象となる指定国基準通所型サービスと明

確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして

差し支えない。 

（ア） 利用者に、当該事業が指定国基準通所型サービスの事業とは別事業であり、

当該サービスが第１号事業支給費の対象とならないサービスであることを説明

し、理解を得ること。 

（イ） 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定国基準通所型サービス事業

所の運営規程とは別に定められていること。 

（ウ） 会計が指定国基準通所型サービスの事業の会計と区分されていること 

ウ  同条第３項は、指定国基準通所型サービス事業者は、指定国基準通所型サービ

スの提供に関して、 

（ア） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に



48 

 

対して行う送迎に要する費用 

（イ） 食事の提供に要する費用 

（ウ） おむつ代 

（エ） 前各号に掲げるもののほか、指定国基準通所型サービスの提供において提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができること

とし、第１号事業支給費の対象となっているサービスと明確に区分されないあいま

いな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、

（イ）の費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に

関する指針（平成１７年厚生労働省告示第４１９号。以下「指針」という。）の定

めるところによるものとし、（エ）の費用の具体的な範囲については、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年老企第５４号）の通

知と同趣旨とする。 

エ  同条第５項は、指定国基準通所型サービス事業者は、同条第３項の費用に係る

支払いを受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額

等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととしたものであ

る。 

(10)  第１号事業支給費の請求のための証明書の交付 

国基準通所型サービス要綱第２０条は、利用者が市に対する第１号事業支給費の

請求を容易に行えるよう、指定国基準通所型サービス事業者は、法定代理受領サー

ビスでない指定国基準通所型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供し

た指定国基準通所型サービスの内容、費用の額その他利用者が第１号事業支給費を

請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならないこととしたものである。 

(11)  利用者に関する市への通知 

国基準通所型サービス要綱第２１条は、偽りその他不正な行為によって第１号事

業支給費を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により居宅要支援

被保険者等の状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした者については、
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第１号事業支給費の適正な支給の観点から市に通知しなければならない事由を列記

したものである。 

(12)  緊急時等の対応 

国基準通所型サービス要綱第２２条は、国基準通所型サービス従業者が現に指定

国基準通所型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主

治の医師（以下「主治医」という。）への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならないこととしたものである。 

(13)  管理者の責務 

国基準通所型サービス要綱第２３条は、指定国基準通所型サービス事業所の管理

者の責務を、指定国基準通所型サービス事業所の従業者の管理及び指定国基準通所

型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

的に行うとともに、当該指定国基準通所型サービス事業所の従業者に国基準通所型

サービス要綱の第２章第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うことと

したものである。 

(14)  運営規程 

国基準通所型サービス要綱第２４条は、指定国基準通所型サービスの事業の適正

な運営及び利用者に対する適切な指定国基準通所型サービスの提供を確保するため、

同条第１号から第１１号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定国

基準通所型サービス事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意する

ものとする。 

ア  営業日及び営業時間（第３号） 

指定国基準通所型サービスの営業日及び営業時間を記載すること。 

イ  指定国基準通所型サービスの利用定員（第４号） 

利用定員とは、当該指定国基準通所型サービス事業所において同時に指定国基

準通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであ

ること。 

ウ  指定国基準通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額（第５号） 

「指定国基準通所型サービスの内容」については、入浴、食事の有無等のサー
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ビスの内容を指すものであること。 

エ  サービス利用に当たっての留意事項（第７号） 

利用者が指定国基準通所型サービスの提供を受ける際に、利用者側が留意すべ

き事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すものであること。 

オ  非常災害対策（第９号） 

(17)の非常災害に関する具体的計画を指すものであること。 

(15)  勤務体制の確保等 

国基準通所型サービス要綱第２５条は、利用者に対する適切な指定国基準通所型

サービスの提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、

このほか次の点に留意するものとする。 

ア  指定国基準通所型サービス事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、

国基準通所型サービス従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活

相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等

を明確にすること。 

イ  同条第２項は、原則として、当該指定国基準通所型サービス事業所の従業者た

る国基準通所型サービス従業者によって指定国基準通所型サービスを提供するべ

きであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

ウ  同条第３項前段は、当該指定国基準通所型サービス事業所の従業者の質の向上

を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計

画的に確保することとしたものであること。また、同項後段は、国基準通所型サ

ービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さな

い者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること

を義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対

応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の

人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。当該義務付け

の対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する

基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３

項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実
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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に加え、

介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会

福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神

保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等と

する。 

 なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令

和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。指定国基準通所型サービ

ス事業者は、令和６年３月３１日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての国

基準通所型サービス従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な

措置を講じなければならない。また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新

たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該

義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後

１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合に

ついても、令和６年３月３１日までは努力義務で差し支えない）。  

エ  同条第４項の規定は、国基準訪問型サービス要綱第２８条第４項の規定と基本

的に同趣旨であるため、第３のⅠの３の (19)エを参照されたいこと。 

(16)  業務継続計画の策定等 

ア  国基準通所型サービス要綱第２７条の２は、指定国基準通所型サービス事業者

は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定国基準通所

型サービスの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業

務継続計画に従い、国基準通所型サービス従業者に対して、必要な研修及び訓練

（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、国基準通所型サービス要

綱第２７条の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生し

た場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練

の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令

和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 
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イ  業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容に

ついては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務

継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続

ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なる

ものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症

及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

(ア)  感染症に係る業務継続計画 

a 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄

品の確保等） 

b 初動対応 

c 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者

との情報共有等） 

(イ)  災害に係る業務継続計画 

a 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停

止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

b 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

c 他施設及び地域との連携 

ウ  研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共

有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を

行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を実

施するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研

修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修

については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

エ  訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において

迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感

染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実

施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症
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の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一

体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

(17)  非常災害対策 

ア 国基準通所型サービス要綱第２７条は、指定国基準通所型サービス事業者は、非

常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこととしたものであ

る。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機

関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消

防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよ

うな体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」

とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及

び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定

及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置く

こととされている指定国基準通所型サービス事業所にあってはその者に行わせるも

のとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定国基準通所

型サービス事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画

に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

イ 同条第２項は、指定国基準通所型サービス事業者が前項に規定する避難、救出そ

の他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めるこ

ととしたものであり、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保

するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓

練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より

実効性のあるものとすること。 

(18)  衛生管理等 

ア 国基準通所型サービス要綱第２８条は、指定国基準通所型サービス事業所の必要

最低限の衛生管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意する
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ものとする。 

（ア） 指定国基準通所型サービス事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止する

ための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、

常に密接な連携を保つこと。 

（イ） 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対

策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、国から

別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

（ウ） 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

イ 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置 

については、具体的には次の（ア）から（ウ）までの取扱いとすること。各事項に

ついて、同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

(ア)  感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

 当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含

む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有

する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メ

ンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めてお

くことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応

じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する

時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、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。この際、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。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に

設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 
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(イ)  感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

  当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、

平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかか

る感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況

の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等

の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における

事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこ

とも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染

対策の手引き」を参照されたい。 

(ウ)  感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

国基準通所型サービス従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する

とともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケア

の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育

（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施する

ことが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策

力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支

えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が

発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を

定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生

時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に

基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習など

を実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で

実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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(19)  掲示 

ア  国基準通所型サービス要綱第２９条第１項は、指定国基準通所型サービス事業

者は、運営規程の概要、国基準通所型サービス従業者の勤務体制、事故発生時の

対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（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）等の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定国基準通所型サ

ービス事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げ

る点に留意する必要がある。 

（ア） 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申

込者、利用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

（イ） 国基準通所型サービス従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非

常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、国基準通所型サービス従業者の氏

名まで掲示することを求めるものではないこと。 

イ  同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、

利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定国基準通所型サービス事

業所内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができることを規定し

たものである。 

(20)  秘密保持等 

ア  国基準通所型サービス要綱第３０条第１項は、指定国基準通所型サービス事業

所の従業者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の

保持を義務づけたものである。 

イ  同条第２項は、指定国基準通所型サービス事業者に対して、過去に当該指定国

基準通所型サービス事業所の従業者その他の従業者であった者が、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ること

を義務づけたものであり、具体的には、指定国基準通所型サービス事業者は、当

該指定国基準通所型サービス事業所の従業者が、従業者でなくなった後において

もこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約

金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。 

ウ  同条第３項は、国基準通所型サービス事業所の従業者がサービス担当者会議等
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において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の

個人情報を、地域包括支援センター等の担当職員や介護支援専門員、他のサービ

スの担当者と共有するためには、指定国基準通所型サービス事業者は、あらかじ

め、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したも

のであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的

な同意を得ておくことで足りるものである。 

(21)  地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 

国基準通所型サービス要綱第３２条は、地域包括支援センター等の公正中立性を

確保するために、指定国基準通所型サービス事業者は、地域包括支援センター等又

はその従業者に対し、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、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたもの

である。 

(22)  苦情処理 

ア  国基準通所型サービス要綱第３３条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的

には、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

ために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービ

スの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載すると

ともに、事業所に掲示すること等である。 

イ  同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定国基準通所型サー

ビス事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定国基準通

所型サービス事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、

その内容等を記録することを義務づけたものである。 

また、指定国基準通所型サービス事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る

上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の

向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、国基準通所型サービス要綱第３７条第２項の規定に基づき、苦情の内容

等の記録は、５年間保存しなければならない。 

ウ  同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けら

れている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、
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かつ、保険者である市が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることか

ら、市についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定国基準通所型サービス

事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確

にしたものである。 

(23)  地域との連携等 

  ア  国基準通所型サービス要綱第３４条第１項は、国基準通所型サービスの事業が

地域に開かれた事業として行われるよう、国基準通所型サービス事業者は、地域

の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めな

ければならないこととしたものである。 

イ  同条第２項は、国基準通所型サービス要綱第３条第２項の趣旨に基づき、介護

サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市との密接な連携に努

めることを規定したものである。なお、「市が実施する事業」には、介護サービ

ス相談員派遣事業のほか、広く市が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住

民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

ウ  同条第３項の規定は、国基準訪問型サービス要綱第３５条第２項と基本的に同

趣旨であるため、第３のⅠの３の (27)イを参照されたい。 

(24)  事故発生時の対応 

国基準通所型サービス要綱第３５条は、利用者が安心して指定国基準通所型サー

ビスの提供を受けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。

指定国基準通所型サービス事業者は、利用者に対する指定国基準通所型サービスの

提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域

包括支援センター等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととすると

ともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなら

ないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定国基準通所型サービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

なお、国基準通所型サービス要綱第３７条第２項の規定に基づき、事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録は、５年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 
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ア  利用者に対する指定国基準通所型サービスの提供により事故が発生した場合の

対応方法については、あらかじめ指定国基準通所型サービス事業者が定めておく

ことが望ましいこと。 

イ  指定国基準通所型サービス事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を

行うため、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が望まし

いこと。 

ウ  指定国基準通所型サービス事業者は、事故が発生し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。 

なお、夜間及び深夜に指定国基準通所型サービス以外のサービスの提供により事

故が発生した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 

(25)  虐待の防止 

 国基準通所型サービス要綱第３５条の２は、国基準訪問型サービスと同様である

ので、第３のⅠの３の (29)を参照されたい。 

(26)  会計の区分 

国基準通所型サービス要綱第３６条は、指定国基準通所型サービス事業者は、指

定国基準通所型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定国基準通所型

サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととした

ものであるが、具体的な会計処理の方法等については、厚生労働省老健局振興課長

通知「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」（平成１３年老振発

第１８号）を参考に行うものであること。 

(27)  記録の整備 

国基準通所型サービス要綱第３７条第２項は、指定国基準通所型サービス事業者

が同項各号に規定する記録を整備し、５年間保存しなければならないこととしたも

のである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解

除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提

供が終了した日を指すものとする。 

(28)  指定国基準通所型サービスの基本取扱方針 

国基準通所型サービス要綱第３８条にいう指定国基準通所型サービスの基本取扱
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方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。 

ア  国基準通所型サービスの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動

機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの

心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的

として行われるものであることに留意しつつ行うこと。 

イ  介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠で

あることから、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュ

ニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう

努めること。 

ウ  サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス

提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生

み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不

適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

エ  提供された国基準通所型サービスについては、国基準通所型サービス計画に定

める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行う

など、その改善を図らなければならないものであること。 

(29)  指定国基準通所型サービスの具体的取扱方針 

ア  国基準通所型サービス要綱第３９条第１号及び第２号は、管理者は、国基準通

所型サービス計画を作成しなければならないこととしたものである。国基準通所

型サービス計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達

やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分

析し、国基準通所型サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにし

（アセスメント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサ

ービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、国基

準通所型サービス計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えな

い。 

イ  同条第３号は、国基準通所型サービス計画は、介護予防サービス計画等に沿っ
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て作成されなければならないこととしたものである。 

なお、国基準通所型サービス計画の作成後に介護予防サービス計画等が作成さ

れた場合は、当該国基準通所型サービス計画が介護予防サービス計画等に沿った

ものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

ウ  同条第４号から第７号は、サービス提供に当たっての利用者又はその家族に対

する説明について定めたものである。即ち、国基準通所型サービス計画は、利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであ

り、その内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけるこ

とにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするも

のである。管理者は、国基準通所型サービス計画の目標や内容等について、利用

者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評

価についても説明を行うものとする。 

また、国基準通所型サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付し

なければならず、当該国基準通所型サービス計画は、国基準通所型サービス要綱

第３７条第２項の規定に基づき、５年間保存しなければならないこととしている。 

エ  国基準通所型サービス要綱第３９条第８号は、指定国基準通所型サービスの提

供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、

常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきものであることとしたものである。 

オ  同条第９号から第１１号は、事業者に対して国基準通所型サービスの提供状況

等について地域包括支援センター等に対する報告の義務づけを行うとともに、国

基準通所型サービス計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握

（モニタリング）を義務づけるものである。地域包括支援センター等に対する実

施状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画等に即して適切に

提供されているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大きく異

なることとなっていないか等を確認するために行うものであり、毎月行うことと

している。 

また、併せて、事業者は国基準通所型サービス計画に定める計画期間が終了す

るまでに１回はモニタリングを行い、利用者の国基準通所型サービス計画に定め

る目標の達成状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果によ



62 

 

り、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当する地域包括支

援センター等とも相談の上、必要に応じて当該国基準通所型サービス計画の変更

を行うこととしたものである。 

カ  地域包括支援センター等が行う第１号介護予防支援事業及び介護予防支援事業

で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ることを踏

まえ、介護予防サービス計画等に基づきサービスを提供している指定国基準通所

型サービス事業者は、地域包括支援センター等から国基準通所型サービス計画の

提供の求めがあった際には、当該計画を提出することに協力するよう努めるもの

とする。 

第４ 雑則 

１  電磁的記録について 

国基準訪問型サービス要綱第４２条第１項及び国基準通所型サービス要綱第４２条

第１項は、指定事業者及び指定第１号事業のサービスの提供に当たる者等（以下「事

業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この

要綱で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げ

る電磁的記録により行うことができることとしたものである。 

(1) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

(2) 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

 ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を

事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方法 

(3) その他、国基準訪問型サービス要綱第４２条第１項及び国基準通所型サービス要

綱第４２条第１項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、

(1) 及び (2) に準じた方法によること。 

(4) また、電磁的記録により行う場合は、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」及び厚生
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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。 

２  電磁的方法について 

国基準訪問型サービス要綱第４２条第２項及び国基準通所型サービス要綱第４２条

第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに

事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されてい

る又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものを

いう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法による

ことができることとしたものである。 

(1) 電磁的方法による交付は、国基準訪問型サービス要綱第８条第２項から第６項ま

で及び国基準通所型サービス要綱第８条第２項から第６項までの規定に準じた方法

によること。 

(2) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示を

した場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９

日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

(3) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点

から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ま

しいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・

経済産業省）」を参考にすること。 

(4) その他、国基準訪問型サービス要綱第４２条第２項及び国基準通所型サービス要

綱第４２条第２項において電磁的方法によることができるとされているものは、

(1) から (3) までに準じた方法によること。ただし、居宅基準若しくは予防基準又

はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従う

こと。 

(5) また、電磁的方法による場合は、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」及び厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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別表一 

 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

利用者の数 アに基づき置かなければな

らない常勤のサービス提供

責任者数 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者数 

４０人以下 １ １ 

４０人超８０人以下 ２ １ 

８０人超１２０人以下 ３ ２ 

１２０人超１６０人以下 ４ ３ 

１６０人超２００人以下 ５ ４ 

２００人超２４０人以下 ６ ４ 

２４０人超２８０人以下 ７ ５ 

２８０人超３２０人以下 ８ ６ 

３２０人超３６０人以下 ９ ６ 

３６０人超４００人以下 １０ ７ 

４００人超４４０人以下 １１ ８ 

４４０人超４８０人以下 １２ ８ 

４８０人超５２０人以下 １３ ９ 

５２０人超５６０人以下 １４ １０ 

５６０人超６００人以下 １５ １０ 

６００人超６４０人以下 １６ １１ 
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別表二 

常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数（国基準訪問

型サービス要綱第５条第５項の規定の適用を受ける指定国基準訪問型サービス事業所の場

合） 

利用者の数 国基準訪問型サービス要綱

第５条第５項の規定の適用

を受ける国基準訪問型サー

ビス事業所が置かなければ

ならない常勤のサービス提

供責任者数 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者数 

５０人以下 ３ ３ 

５０人超１００人以下 ３ ３ 

１００人超１５０人以下 ３ ３ 

１５０人超２００人以下 ４ ３ 

２００人超２５０人以下 ５ ４ 

２５０人超３００人以下 ６ ４ 

３００人超３５０人以下 ７ ５ 

３５０人超４００人以下 ８ ６ 

４００人超４５０人以下 ９ ６ 

４５０人超５００人以下 １０ ７ 

５００人超５５０人以下 １１ ８ 

５５０人超６００人以下 １２ ８ 

６００人超６５０人以下 １３ ９ 
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別表三 

 国基準通所型サービス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 

３．０

時間 

４．０

時間 

５．０

時間 

６．０

時間 

７．０

時間 

８．０

時間 

９．０

時間 

利用者 ５人 ３．０

時間 

４．０

時間 

５．０

時間 

６．０

時間 

７．０

時間 

８．０

時間 

９．０

時間 

１０人 ３．０

時間 

４．０

時間 

５．０

時間 

６．０

時間 

７．０

時間 

８．０

時間 

９．０

時間 

１５人 ３．０

時間 

４．０

時間 

５．０

時間 

６．０

時間 

７．０

時間 

８．０

時間 

９．０

時間 

１６人 ３．６

時間 

４．８

時間 

６．０

時間 

７．２

時間 

８．４

時間 

９．６

時間 

１０．

８時間 

１７人 ４．２

時間 

５．６

時間 

７．０

時間 

８．４

時間 

９．８

時間 

１１．

２時間 

１２．

６時間 

１８人 ４．８

時間 

６．４

時間 

８．０

時間 

９．６

時間 

１１．

２時間 

１２．

８時間 

１４．

４時間 

１９人 ５．４

時間 

７．２

時間 

９．０

時間 

１０．

８時間 

１２．

６時間 

１４．

４時間 

１６．

２時間 

２０人 ６．０

時間 

８．０

時間 

１０．

０時間 

１２．

０時間 

１４．

０時間 

１６．

０時間 

１８．

０時間 
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