
報酬請求について

令和３年度介護サービス事業者説明会（集団指導）
介護高齢課

内容

1. 訪問介護の区分
2. 訪問介護の基本報酬
3. 身体介護中心型の算定
4. 生活援助中心型の算定
5. 通院等乗降介助の算定
6. ２人の訪問介護員による訪問介護の取扱い
7. 早朝・夜間・深夜の訪問介護の取扱い
8. 緊急時訪問加算の算定
9. 初回加算の算定
10.生活機能向上連携加算の算定
11.認知症専門ケア加算の算定

12.特定事業所加算の算定
13.同一敷地内建物等居住利用者に対する取扱
い

14.事務手続きについて



３．１．訪問介護の区分

「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化について

●身体介護：利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備及び後始末、利用者の日
常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助
・動作介護：比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助等
・身の回り介護：ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、更衣介助等
・生活介護：さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助等

●生活援助：身体介護以外の訪問介護であって、直接本人に対する日常生活の援助
・直接本人の援助：家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為は該当しない
・日常生活の援助：日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為や日常的に行われる家事の範囲を超える行為

は該当しない

●通院等乗降介助：通院等のため、訪問介護員の運転する車両への乗降車の介助

訪問介護の区分

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（老計10号）

●生活援助のうち、訪問介護員等が代行するのではなく、安全を確保しつつ常時介助できる状態で見守
りながら行うものであって、日常生活動作向上の観点から、利用者の自立支援に資するものは身体介
護に該当するが、身体介護として明記されていないものがあり、取扱いが明確でないため、明確化する。

●具体的には、利用者と一緒に手助けしながら行う掃除（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む）その
他利用者の自立支援に資するものとして身体介護に該当するものについて、身体介護に該当することを
明確にする。

身体介護と生活援助の内容を規定している通知（老計第10号（訪問介護におけるサービス行為ごとの
区分等について））について、訪問介護の自立支援の機能を高める観点から、身体介護として行われる
「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化する。



２．訪問介護の基本報酬

区分 所要時間 単位

身体介護中心型

２０分未満 167

２０分以上３０分未満 250

３０分以上１時間未満 396

１時間以上 579

以降30分を増すごとに算定 84

生活援助加算（20分以上※） 67

生活援助中心型
20分以上45分未満 183

45分以上 225

通院等乗降介助 片道 99

●実際にサービス提供した時間が訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うの
に要する標準的な時間を超えた又は下回った場合であっても、報酬算定上の所要時間は、実
際に行われた訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画に明示された時間とすること。

●訪問したが利用者が不在で訪問介護を行えなかったとき、利用者からの事前のキャンセルの
連絡がなかった場合でも、訪問介護費は算定できない。

●前回提供した訪問介護から概ね２時間未満の間隔で行われた場合には、それぞれの所要時間
を合算する。(頻回の訪問や緊急時訪問介護加算を算定する場合、看取期の方への場合は除く)

所要時間の取り扱いにおける留意事項

※45分以上 132単位
70分以上 198単位



３．身体介護中心型の算定

●専ら身体介護を行う場合
●主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連して若干の生活援助を行う場合

※ただし、訪問介護の内容が単なる安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を伴
う場合には算定できない。

身体介護中心型が算定される場合

頻回の訪問を算定する場合

以下の①～④を全て満たす場合、前回提供した訪問介護から概ね２時間未満の間隔を空けずにサービス提供
し、それぞれを算定することができる。

①所要時間20分未満の身体介護中心型のサービスである
②居宅サービス計画に当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたるものであることについて明確に位置

付けられている。
③利用対象者が次のa及びbに該当する

a  要介護１・２の者であって認知症の利用者、又は要介護３～５の者であって障害高齢者の日常生活自立
度ランクＢ～Ｃの利用者

b 当該事業所のサービス提供責任者が参加するサービス担当者会議が、３月に１度以上開催されており、
当該会議において、１週間のうち５日以上、頻回の訪問を含む２０分未満の身体介護が必要と認められた者

④サービス提供体制を次のa及びbのとおり整備している
a 最低でも午前6時から午後10時までの時間帯を営業時間として運営規程に定めており、24時間体制で常

時、利用者又は家族等からの連絡に対応できる体制がある
b 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を受けている、又は指定を受ける計画を策定している

（要介護１又は２の利用者に対して提供する場合は、当該事業所と一体的に運営しているものに限る）

※頻回の訪問を含20分未満の身体介護を算定する場合、1月あたりの訪問介護費は、定期巡回･随時対応型訪問
介護看護費(I)の所定単位数を限度とする。



４．生活援助中心型の算定

訪問回数の多い居宅サービス計画については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等
の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが、統
計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れた回数（※）の訪問介護（生活援助中心型）を位置付け
る場合には、市町村に居宅サービス計画を届け出ることとする。
（※）直近の1年間（平成28年10月～平成29年9月分）の給付実績を基に「全国平均利用回数＋２標準偏差」を基準とした
回数(下表)。平成30年10月から施行する。

生活援助中心型が算定される場合

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

27回 34回 43回 38回 31回

●専ら生活援助を行う場合
●生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合

1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合

●身体介護中心型の所定単位数に生活援助加算を算定する
●1回の訪問介護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判断する
●身体介護が20分未満の場合、生活援助加算は算定することができない（緊急時訪問加算を算定する場合
を除く）

訪問回数の多い利用者への対応

※利用者が一人暮らし又は家族等が障害等やむを得ない事情により家事が困難な場合に限る
※また、訪問介護の内容が単なる安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の生活援助を伴う
場合には算定できない

※居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容記載する。また、
生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容と方法を明
確に記載してあること

注 意



５．通院等乗降介助の算定

以下の要件を全て満たすこと

①利用者が要介護者であること
②利用目的が通院等であること（R3からは病院への入退院を含む）

【例】病院への通院、日用必需品の買い物、生活費の払戻しや公共料金の支払い、
サービス選択の目的での介護保険施設等の見学、公共機関での各種手続
その他適切なアセスメントの上保険者が必要と判断した目的

③訪問介護員自らの運転する車両への乗降車の介助に加えて、乗降車前後の屋内外におけ
る移動等の介助を行うか、外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと

④あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられており、
・通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
・利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
・総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること
を明確に記載していること。

※通院等乗降介助の算定開始に当たっては、
・算定開始月の前月１５日までに体制届を提出する
・運営規程に通院等乗降介助を実施する旨明記して添付すること
・道路運送法の事業許可証又は登録証を添付すること

※なお、指定申請に当たっては、通院等乗降介助サービスの必要性等の観点から、事業所の所在地の
市町村と協議し、協議結果を記載した市町村の意見書を添付すること

通院等乗降介助が算定される場合



送迎サービスにおける算定について

●通所サービスへの送迎は、通所サービスの基本単位に包括されているため、利用者の心身の状況によ
り、通所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、通院等乗降
介助は算定できない。

●短期入所サービスへの送迎についても、特別な事情のない限り、通院等乗降介助を算定するのではな
く、家族による送迎又は短期入所サービスの送迎加算を算定して短期入所サービス事業所が送迎する
こと。

院内介助

院内の移動等の介助は介護保険の対象外だが、院内スタッフ等による対応が難しく、適切なケアマネジ
メントを行った上で利用者が介助を必要とする心身の状態であることが明確になっている場合は例外的に
算定できる。

身体介護中心型との関係

●以下のいずれかに該当する場合は、身体介護中心型を算定できる。ただし、いずれの場合も通院等乗
降介助の所定単位数は算定できない。

①要介護４または５の利用者に対して、乗降車介助の前後に連続して、20～30分程度以上要し、
手間のかかる身体介護を行う場合

②乗降車介助の前後に、30分～1時間程度以上要し、外出に直接関連しない身体介護を行う場合

※身体介護中心型の算定時間は、身体介護および通院・外出介助を通算した時間になるが、運転時間は算
定できない。

●身体介護の通院・外出介助において、２人の訪問介護員等によりサービス提供を行った際、１人の訪
問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合には、当該
車両を運転するもう１人の訪問介護員等は別に「通院等乗降介助」を算定することはできない 。



通所系・短期入所系事業所

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅 自宅

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅

病院間の算定を可能にすること
で、効率的な移動が可能となる。

③

②

①

※①又は③の算定がある場合のみ、
②の算定を可能とする。
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※②の算定がある場合のみ、
①の算定を可能とする。
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現行 見直しイメージ

デイ等・病院間の
算定を可能にすることで、効率
的な移動が可能となる。

送迎

自宅 自宅 自宅 自宅

病院等

送迎

通所系・短期入所系事業所

○ 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
可能とする。
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こととす
る。

目的地が複数ある場合について（Ｒ３年度改正）



６．２人の訪問介護員による訪問介護の取扱い

報酬

所定単位数の１００分の２００に相当する単位数を算定

算定要件

●２人の訪問介護員による訪問介護は、利用者または家族等の同意を得ている場合であって、
次のいずれかに該当する場合に算定できる。

(１)利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
※例：体重が重い利用者に入浴介助等の介護を行う

(２)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(３)その他利用者の状況等から判断して、(１)又は(２)に準ずると認められる場合

※例：エレベータのない建物の２階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる

●同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、2人の訪問
介護員に限り算定できる。

訪問介護の「一部」を２人で行った場合の留意事項

●２人の訪問介護員等が入浴介助を行い、その後、１人の訪問介護員が生活援助を行うような
場合は、訪問介護員ごとに所定単位数を算定すること。

【例】訪問介護員ＡとＢで「身体介護中心型」を５０分行い、
その後、訪問介護員Ａが「生活援助中心型」を１時間行った場合

（誤）身体介護中心型(396単位)×２＋生活援助中心型(225単位)＝１０１７単位

（正）訪問介護員Ａ：身体介護中心型＋生活援助の加算(396単位＋134単位)
訪問介護員Ｂ：身体介護中心型(396単位) → Ａ＋Ｂ＝９２６単位



７．早朝・夜間・深夜の訪問介護
報酬

訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、下表に相当する単位数
を加算する。

早朝・夜間、深夜の訪問介護の留意事項

●居宅サービス計画または訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる
時間帯にある場合に算定できる。

●利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全
体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては算定できない。

【例】夜間加算の場合
・１７：３０～１９：００までの訪問介護
→ サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯ではないため、夜間加算を算定できない。

【例】早朝加算の場合
・７：００～９：３０までの訪問介護
→ サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯のため、早朝加算を算定できる。

早朝 ６時～ ８時 所定単位数の１００分の２５に相当する単位数を加算

夜間 １８時～２２時 所定単位数の１００分の２５に相当する単位数を加算

深夜 ２２時～ ６時 所定単位数の１００分の５０に相当する単位数を加算



８．緊急時訪問介護加算
報酬

１回の訪問介護につき１００単位を加算

算定要件

①居宅サービス計画に位置付けられていない「身体介護中心型」のサービスを、利用者又はそ
の家族等から要請を受けて２４時間以内に行う。

②事前に担当ケアマネージャーと連携を図り、当該ケアマネージャーが訪問介護を提供する必
要があると判断した場合に加算される。

※ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等については本加算の対象外

その他の留意事項

・１回の要請につき１回を限度として算定することができる。
・当該訪問介護の提供を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時間、ケアマネージャー
との連携の内容及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録すること。

・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・当該訪問介護の前後に行われた訪問介護との間隔が２時間未満でも、所要時間を合算する必要はない。
・当該訪問介護が20分未満の身体介護中心型の場合でも、生活援助加算を算定することができる。
・事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、利用者に説明し、同意を得ておくこと。

加算の対象となる訪問介護の所要時間

●利用者又は家族からの要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間をケアマ
ネージャーが判断する。

●本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況をケアマ
ネージャーに報告した上で、ケアマネージャーが、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス
提供が必要と判断した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間とすることも可能で
ある。 （※現に要した時間ではないことに留意すること）



９．初回加算
報酬

１月につき２００単位を加算

算定要件

① 利用者が過去２か月間(歴月)に当該事業所から訪問介護の提供を受けていないこと。
② 新規に訪問介護計画を作成すること。
③ 初回の訪問介護又は当該月の訪問介護において、以下のいずれかを満たすこと。

・サービス提供責任者が訪問介護を実施
・その他訪問介護員が行う訪問介護にサービス提供責任者が同行

サービス提供責任者の同行

●サービス提供責任者が訪問介護に同行した場合について、同行訪問した旨を記録すること。
●この場合、サービス提供責任者は必ずしも訪問介護に要する時間を通じて滞在している必要
はなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても算定は可能。

その他留意事項

・本加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること
・一つの事業所の利用者が、新たに別の事業所の利用を開始した場合に、別の事業所において
も算定可能であること

・一体的に運営している第一号訪問事業所の利用実績は問わないこと
・事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、利用者に説明し、同意を得ておくこと



１０．生活機能向上連携加算の算定

●理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に追加して、医師との連携を評価
●指定訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所に追加して、リハビリテーショ
ンを実施している医療提供施設(※)との連携を評価

※診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養
型医療施設、介護医療院。なお、病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心として半径４
キロメートル以内に診療所が存在しない者に限る。

（下表における留意点）
■訪問リハビリテーション事業所又は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・医師を、「理学療法士等」という。
■利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の現在の状況及びその改善の可能性について評価することを、「生活機能アセスメント」
という
■加算(Ⅱ)②のカンファレンスは、サービス担当者会議の前後に時間を明確にした上で、サービス提供責任者及び理学療法士等により実
施されるもので差し支えない（テレビ電話装置等で可。）
■③の訪問介護計画に記載すべき事項について、
・(b)(c)達成目標は、利用者の意向及び担当ケアマネージャーの意見を踏まえること
また、その達成度合いを客観視できる、具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること

・例えば次のような内容が考えられる

■加算(Ⅱ)⑤の３月間は、利用者に対するリハビリテーション等の提供が終了した場合であっても算定可能である

(b) 自宅のポータブルトイレを1日1回以上利用する

(c) １月目、２月目の目標として座位の保持時間を設定

(d)

１月目：訪問介護員等は週2回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、
利用者が5分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付添いを行う

２月目：ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の介助を行う

３月目：ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付添い、必要に応じて介助を行う。
訪問介護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う

報酬

生活機能向上連携加算（Ⅰ）：１月につき100単位を加算する
生活機能向上連携加算（Ⅱ）：１月につき200単位を加算する



算定要件等 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 生活機能向上連携加算（Ⅱ）

①利用者の
生活機能アセスメントの実施

理学療法士等からの助言を受ける 理学療法士等と共同で評価を行う

②理学療法士等による
利用者の状態の把握

・理学療法士等によるサービス提供の
場において把握する
・ＩＣＴを活用した動画等により把握
する

・理学療法士等とサービス提供責任者
が共同で利用者の居宅を訪問して把握
して、評価する
・それぞれが別々に利用者の居宅を訪
問して把握した後、カンファレンスに
て評価する

③生活機能向上を目的とした
訪問介護計画の作成

以下の項目について記載すること
(a)利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
(b)生活機能アセスメントの結果に基づき、(a)の内容について定めた３月を
目途とする達成目標

(c)(b)の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
(d)目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容
(※)加算Ⅰについては ①の助言の内容を記載すること

④訪問介護計画の
進捗報告

訪問介護計画作成３ヶ月経過後、利用
者と理学療法士等に対して目標の達成
度合いなどの進捗を報告する

訪問介護計画作成後、毎月、利用者と
理学療法士等に対して目標の達成度合
いなどの進捗を報告するとともに、利
用者の意向の把握及び理学療法士等か
らの助言を受けて適切な対応を行う

⑤算定可能月
訪問介護計画に基づきサービス提供し
た初月に限る(翌月、翌々月算定不可)

訪問介護計画に基づきサービス提供し
た初月以降３月を限度に毎月算定可能

⑥３ヶ月経過後の算定
①の助言に基づき、訪問介護計画を見
直した場合には、再度算定することが
できる

①の評価に基づき、訪問介護計画を見
直した場合には、再度算定することが
できる



１１．認知症専門ケア加算

報酬

●認知症専門ケア加算（Ⅰ） ：１日につき３単位
算定要件の(1)～(3)のいずれにも適合すること

●認知症専門ケア加算（Ⅱ） ：１日につき４単位
算定要件の(1)～(5)のいずれにも適合すること

割合の算出方法

算定要件(1)における割合の算出については、次の取扱いによるものとする。

●算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数の平均で算定すること。

●届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎
月継続的に所定の割合以上であることが必要である。

・この割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、その翌月
の初日から加算の算定ができなくなる。なお、その旨速やかに届出ること。

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知
症の者（※）に対して専門的な認知症ケアを行った場合に算定する。
※日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指す。



算定要件

(1)事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められ
ることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）の占める割合が２分の１以上であること。

(2)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が２０人未満である場合にあっては
１以上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあっては１に当該対象者の数が１９を超えて１０又は
その端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施しているこ
と。

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成１８年３月３１日
老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成１８年
３月３１日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に
係る適切な研修を指す。

(3)当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的
に開催していること。

※会議については、登録ヘルパーを含めて全員が一堂に会して開催するのではなく、グループ別の開催でもかまわない。

※テレビ電話装置等を活用して実施も可能であるが、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」
を遵守していること。

(4)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケア
の指導等を実施していること。

※「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護
実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な
研修を指す。

(5)当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従
い、研修を実施又は実施を予定していること。



１２．特定事業所加算
報酬

●特定事業所加算（Ⅰ） ：所定単位数の100分の20に相当する単位数
算定要件の(1)～(7)のいずれにも適合すること

●特定事業所加算（Ⅱ） ：所定単位数の100分の10に相当する単位数
算定要件の(1)～(4)のいずれにも適合すること、かつ、(5)または(6)のいずれかに適合すること

●特定事業所加算（Ⅲ） ：所定単位数の100分の10に相当する単位数
算定要件の(1)～(4)及び(7)のいずれにも適合すること

●特定事業所加算（Ⅳ） ：所定単位数の100分の５に相当する単位数
算定要件の(2)～(4)及び(8)～(10)のいずれにも適合すること

●特定事業所加算（Ⅴ） ：所定単位数の100分の３に相当する単位数
算定要件の(1)～(4)及び(11)のいずれにも適合すること

割合の算出方法

算定要件(5)・(7)・(10)における割合の算出については、次の取扱いによるものとする。

●前年度(３月を除く)または届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換算方
法により算出した数を用いて算出する。

●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、または再開した事業所を含む）について
は前年度の実績による加算の届出はできないため、前３月の実績により届出を行う。

●前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職
員または利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

・この割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、その翌月
の初日から加算の算定ができなくなる。なお、その旨速やかに届出ること。



算定要件

(1)全ての訪問介護員等に対し、「個別研修計画」を作成し、研修を実施または実施を予定していること。
※訪問介護員等について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定める。

(2)以下の基準に従い訪問介護が行われていること。
①利用者に関する情報・サービス提供に当たっての留意事項の伝達または訪問介護員等の技術指導を
目的とした「会議」を「定期的」に開催する。
※会議はサービス提供責任者が主宰し、全ての訪問介護員等が参加する者でなければならない(グループ別開催可)
※「定期的」とは、概ね１月に１回以上開催すること
※会議の開催状況については、その概要を記録すること

②サービス提供責任者が訪問介護員等に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての「留
意事項」を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当
する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
※「留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載すること

・利用者のＡＤＬや意欲 ・前回のサービス提供時の状況
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ・その他サービス提供時に当たって必要な事項
・家族を含む環境

※サービス提供責任者は、サービス提供後訪問介護員等から適宜受ける報告内容を文書にて記録し保存すること

(3)全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を「定期的」に実施すること。
※労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられている「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護
員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施しなければならない。

(4)緊急時等における対応方法が利用者に「明示」されていること。
※この場合の「明示」については、次に掲げる事項等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。

・事業所における緊急時等の対応方針、
・緊急時の連絡先、
・対応可能時間 等

※交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。



算定要件

(7) 利用者の総数のうち、以下のいずれかに該当する者が１００分２０以上であること。
・要介護４・５である者
・日常生活自立度ランクⅢ、ⅣまたはＭに該当する利用者
・痰の吸引等の行為を必要とする者(痰の吸引等を業務を行うための登録を受けている事業者に限る)

※一体的に運営を行っている第一号訪問事業の利用者に関しては計算に含めない。

(6)以下の基準のいずれも満たしていること。
①全てのサービス提供責任者が３年以上の「実務経験」を有する介護福祉士
または５年以上の「実務経験」を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・１級課
程修了者・看護師等の資格者であること。

※「実務経験」はサービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に
従事した期間のことであり、資格取得前の従事期間も含める。

②利用者の数が４０名を超えている場合には、常勤で２名以上のサービス提供責任者を配置している
こと。

(5)以下の基準のいずれかを満たしていること。
①訪問介護員の総数のうち介護福祉士の占める割合が１００分３０以上である。
②訪問介護員の総数のうち実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・１級課程修了者・看護
師等の資格を有する者の占める割合が１００分の５０以上である。

※介護保険法における訪問介護に従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。
※生活援助従事者研修修了者については、0.5を乗じて算出する。



(8)全てのサービス提供責任者に対し、個別研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること。
※訪問介護員等について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること。

(9)利用者数が80人以下の事業所であって、基準上配置が必要なサービス提供責任者の数を上回る数の、
常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。

(10)利用者の総数のうち、以下のいずれかに該当する者が１００分６０以上であること。
・要介護３・４・５である者
・日常生活自立度ランクⅢ、ⅣまたはＭに該当する者
・痰の吸引等の行為を必要とする者(痰の吸引等を業務を行うための登録を受けている事業者に限る)

※一体的に運営を行っている第一号訪問事業の利用者に関しては計算に含めない。

(11)訪問介護員等の総数のうち勤続年数７以上の者の占める割合が１００分３０以上であること。
勤続年数（各月の前月の末日時点）には、以下のように同一法人等が経営する事業所などの年数も加えることが
できる。

・他の介護サービス事業所
・病院
・社会福祉施設等
※サービスを利用者に直接提供する職員として勤務していた場合に限る。
※介護保険法における訪問介護に従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。



１３．同一敷地内建物等居住利用者に対する取扱い（集合住宅減算）

算定要件等

以下の①～③のいずれかについて訪問サービスの提供を行った場合、１回につき所定単位数の
から下表減算後に相当する単位数を算定する。

●有料老人ホーム等（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住
宅）以外の建物に居住する者に対するサービス提供も対象とする。

●事業所との同一敷地内建物等のうち、事業所の利用者が50人以上居住している建物に居住する者にサー
ビス提供を行った場合は所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

サービス利用者 減算後

①事業所の利用者が20人以上居住している建物に居住する者 100分の90

②事業所と同一敷地内建物等に居住する者 100分の90

③事業所の利用者が50人以上居住している事業所と同一敷地内建物等に居住する者 100分の85

※①～③のいずれの場合においても、当該建築物の管理、運営法人が事業所の指定事業者と異なる場合
であっても減算対象となる。

当該減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、当該減算を受けている
者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算後の単位数ではなく、減算前の単位数を用いる。

（参考）支給限度基準額の計算について



同一敷地内建物等とは、事業所と構造上又は外形上一体的な建築物並びに同一敷地内及び隣接する敷地に
ある建築物のうち、効率的なサービス提供が可能なものを指す。

・当該建物の一階部分に訪問介護事業所がある
・当該建物と渡り廊下等で繋がっている

同一敷地内建物等とは

同一敷地内建物等の例

当該減算は、効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であるため、サービス提供の
効率化につながらない場合には減算は適用されない。

・広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・幹線道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合

同一敷地内建物等に該当しないものの例

●１月間（歴月）の利用者数の「平均」を用いる。
●当該月における１日ごとの、該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。
●小数点以下を切り捨てる。

利用者数の算出方法

利用者数の考え方

・事業所と同一敷地内にある別棟の建築物
・事業所の敷地と公道を隔てた敷地にある建造物

●利用者の死亡や退去等により居住していない日は、平均利用者数の計算の１日ごとの利用者数に含めない。
●月途中での入居及びサービス利用開始の場合は、入居日以降１日ごとの利用者数に含める。

同一敷地内建物等 その他の建物

・別棟や隣接する敷地の建物の利用者数 合算する 合算しない

・一体的に運営している第１号訪問事業の利用者数 合算しない 合算する

●事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。
※サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費等の算定が無かった者は除く。



１４．事務手続について
（書類提出に際しての留意事項）

・各種様式は群馬県のホームページを参照してください。

・群馬県ホームページ

（https://www.pref.gunma.jp/）
・居宅サービス関係の手続きについて

（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html）
・【指定申請・算定届】訪問介護

（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310105.html）
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訪問介護



事務所名 所在地 担当区域

渋川保健福祉事務所 〒377-0027 渋川市金井394
TEL 0279-22-4166 FAX 0279-24-3542

渋川市、北群馬郡

伊勢崎保健福祉
事務所

〒372-0024 伊勢崎市下植木町499
TEL 0270-25-5570 FAX 0270-24-8842

伊勢崎市、佐波郡

富岡保健福祉事務所 〒370-2454 富岡市田島343-1
TEL 0274-62-1541 FAX 0274-64-2397

藤岡市、富岡市、
安中市、多野郡、甘楽郡

吾妻保健福祉事務所 〒377-0425 中之条町西中之条183-1
TEL 0279-75-3303 FAX 0279-75-6091

吾妻郡

利根沼田保健福祉
事務所

〒378-0031 沼田市薄根町4412
TEL 0278-23-2185 FAX 0278-22-4479

沼田市、利根郡

太田保健福祉事務所 〒373-0033 太田市西本町41-34
TEL 0276-31-8241 FAX 0276-31-8349

桐生市、太田市、 みどり
市

館林保健福祉事務所 〒373-0033 館林市大街道一丁目2-25
TEL 0276-72-3230 FAX 0276-72-4628

館林市、邑楽郡
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＜書類の提出先＞
事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所へ２部提出

一般的事項
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＜質問について＞

• 原則としてFAX（027-223-6725）によりお願いします。

• 質問の内容によっては回答までにお時間をいた
だきますので、余裕を持って質問をしてください。

• FAXには事業所番号、事業所名、質問者、質問内
容、連絡先（電話番号）等を記載してください。

• 質問内容は具体的に記載してください。

一般的事項
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事業所の名称、所在地、管理者等に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に県に届け出てください。

なお、変更内容（事業所の移転、定員の変更など）によっては、事前に管轄の保健福祉事務所に協議してください。

①提出書類 「変更届（別記様式第３号）」及び添付書類

②添付書類 「変更届出書添付書類一覧表」を参照→群馬県ホームページ「居宅サービス関
係の手続きについて」（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html）

③提出期限 【原 則】変更のあった日から10日以内
【例 外】定員の変更については、前月の15日まで

④提出部数
提出先

２部を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所に提出。

⑤注意事項 • 毎年４月１日時点における各事業所の従業者の員数が、前回届け出時（又
は指定申請時）と比べて変更がある場合、４月１０日までに提出してください。
※ 運営規程に変更がない場合も、従業者の変更があれば４月１日時点の情報を４月１０日ま

でに提出してください。（変更届の「変更のあった事項」欄は、便宜上運営規程の欄に○を付
けてください。）

• 年度途中において、「従業者の職種、員数、職務内容」のみ変更があった場
合は、変更届出書の提出は省略可能です。（資格の確認は各事業所で行っ
てください。）

• ただし、管理者、サービス提供責任者の変更がある場合は、その都度届出
が必要です。

変更届
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人員基準等が一定期間満たせなくなる場合で、かつ事業継続の意思を有する場合は、
休止しようとする日の１ヶ月前に県に届け出る必要があります。

また、休止の期間はおおむね半年間程度とします。

①提出書類 「休止・廃止・再開届出書（別記様式第４号）」及び添付書類

※様式等掲載場所：群馬県ホームページ「居宅サービス関係の手続きについ
て」（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html）

②添付書類 利用者の引継状況（任意様式）

③提出期限 休止しようとする日の１ヶ月前

④提出部数
提出先

２部を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所に提出。

⑤注意事項 休止期間中の事業所は、指定更新の対象とならず、有効期間満了をもって指
定の効力を失うことになりますのでご注意ください。

休止届
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事業を廃止しようとする日の１ヶ月前までに県に届け出る必要があります。

①提出書類 「休止・廃止・再開届出書（別記様式第４号）」及び添付書類

※様式等掲載場所：群馬県ホームページ「居宅サービス関係の手続きについて」
（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html）

②添付書類 利用者の引継状況（任意様式）

③提出期限 廃止しようとする日の１ヶ月前

④提出部数
提出先

２部を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所に提出。

事業を休止していた事業所が事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に県に届け出る必要があります。

事業を再開しようとする場合は、改めて指定基準を満たしているかを確認する必要があるため、あらかじめ所在地を管
轄する保健福祉事務所に相談してください。

①提出書類 「休止・廃止・再開届出書（別記様式第４号）」及び添付書類、変更届

※様式等掲載場所：群馬県ホームページ「居宅サービス関係の手続きについて」
（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html）

②添付書類 変更届の添付書類

③提出期限 再開した日から１０日以内

④提出部数
提出先

２部を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所に提出。

廃止届

再開届
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加算等の請求を審査する資料となるので、事業所番号ごとに速やかに提出してください。

①提出書類 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）」
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）（別紙１－２）」
※様式等掲載場所：群馬県ホームページ

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310088.html）
【指定申請・算定届】訪問介護（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310105.html）

②添付書類 別紙１備考欄及び「各種加算の届出に係る添付書類一覧」を参照

③提出期限 • 新規は、指定申請書と同時に提出。
• 変更（単位数が増える場合）の場合は、15日までに届け出たものにつき、翌

月から適用となります。
• 加算等が算定されなくなる場合、速やかにその旨の届出をしてください。

※算定されなくなった事実が生じた日から、その算定は行えません。（返
戻の対象となります。）

④提出部数
提出先

２部を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所に提出。

⑤注意事項 • 県HPに掲載されている最新の様式で作成してください。
• 算定開始日の記載漏れが多いので、必ず記載してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
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＜従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について＞

• 職員ごとに勤務時間、常勤・非常勤の別、専従又は兼務状況を明確にし、職種
ごとにまとめて記載してください。

• 併設の事業所（特にサ高住や有料老人ホーム）との兼務がある場合、どの事業
所での勤務であるのか明確になるよう作成してください。

• 当該月の終了後に勤務実績を記録し、保管してください。

＜誓約書について＞

• 法人の代表者や管理者の変更がある場合、欠格事由者に該当しないことを誓
約書により証明していただきます。

• 証明書であるため、両面印刷のうえ法人の代表者印を押印して提出ください。

• 役員又は管理者に欠格事由者が存在するにもかかわらず誓約書を提出し、後
にその事案が発覚した場合、虚偽の報告を行ったものとして、当該事業者は指
定の取り消し等の行政処分の対象となるだけでなく、罰金等の刑が科せられる
ことがあります。

その他の提出書類に関する留意事項
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＜運営規程について＞

（１）営業時間等の記載について

• 休業日は客観的に分かるよう記載してください。（年末年始と記載せず、12/29～1/3とする等）

• 延長サービスの提供を行う場合は、「営業時間」とは別に、具体的な「延長時間」を記載してください。

• 提供時間（午前、午後等）によって単位を区分している場合や、単位によって異なる提供時間を設定している
場合は、単位ごとの提供時間を記載してください。

（２）サービスの費用に関する記載について

• 利用料については、「法定代理受領サービス」を提供する場合の費用と、「法定代理受領サービスに該当し
ないサービス」を提供する場合の費用をそれぞれ記載してください。

• 「法定代理受領サービス」である場合の利用料は、利用者によって負担割合が異なります。
（※一定以上所得者の負担割合は「３割」）

• サービスの費用の支払いを受ける場合には、利用者や家族に対し説明の上、支払いの同意を得ること及び
その方法等について記載してください。

（３）虐待の防止のための措置に関する事項 【経過措置３年間】

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

② 虐待の防止のための指針の整備

③ 虐待の防止のための研修を定期的に実施

④ ①～③を適切に実施するための担当者を配置

その他の提出書類に関する留意事項



運営に関する留意事項

33

○令和３年度介護保険制度改正について

→以下の取り組みを義務づけ【経過措置３年間】

感染症の予防及びまん延防止のための措置

業務継続計画の策定

高齢者虐待防止の推進

○その他の留意事項



○ 感染症の予防及びまん延防止のため、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュ
レーション）の実施等の取組を義務づけ。【経過措置３年間】
参考：「介護現場における感染対策の手引き」（厚生労働省ホームページ「介護事業所等向けの新型コロナウイル
ス感染症対策等まとめページ」に掲載）

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

○ 感染症や非常災害が発生した場合であっても、利用者が継続して通所介護サービスの提供が受けられるよう、
業務継続計画の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づけ。【経過措置３年間】
参考：「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」「自然災害発生時の業務継続ガイドライン
（厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」に掲
載）

業務継続計画の策定

※義務化

※義務化
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感染症予防や業務継続計画
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〇 全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。

【経過措置３年間】

概要

高齢者虐待防止の推進

○ 運営基準（省令）に以下を規定
・ 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、
研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

・ 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。

・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ｰ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること

ｰ 虐待の防止のための指針を整備すること
ｰ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
ｰ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

【経過措置３年間】

基準

※義務化



人員配置基準に関する留意事項（訪問介護員等）
訪問介護員等の配置基準

●指定訪問介護事業所ごとに、常勤換算方法で２．５以上の訪問介護員等を配置すること。
●訪問介護員等とは、任用要件を満たす訪問介護員（サービス提供責任者含む）を指す。

任用要件

●平成３０年度以降、生活援助従事者研修修了者も訪問介護員として従事することが可能。
●当該研修修了者については、調理、洗濯、掃除等の家事を行う生活援助サービスのみ従事すること
ができる。
●当該研修修了者を配置している場合も、常勤換算方法による計算については他職種と同様とする。
●当該研修修了者によるサービス提供の場合も、介護報酬の算定については他職種と同様とする。
●当該研修修了者が生活援助中心型しか提供できないことを踏まえ、サービス提供責任者は、利用者
の状況を判断の上、適切な業務管理を行う。

※当該研修修了者が初めて訪問介護に従事する場合はＯＪＴを通じて必要な支援をする、生活援助中心型のみ利用している
利用者に対する訪問介護に従事させるなど。

生活援助中心型の担い手の拡大

●保健師、看護師若しくは准看護師資格を有する者が訪問介護員として従事する場合、介護職員初
任者研修の修了証が必要になる。

●介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、旧基礎課程、旧１級課程若しくは
旧２級課程修了者及び生活援助従事者研修修了者であること。



サービス提供責任者

任用要件

(1)常勤の職員のうち、専ら訪問介護に従事する者であること。
※管理者との兼務は差し支えない。
※一体的に運営されているおり、サービス提供に支障がない場合は、同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業並びに障害福祉サービスの居宅介護及び重度訪問介護に従事すること
ができる。

(2)介護福祉士、実務者研修修了者、旧基礎課程若しくは旧１級課程修了者又は保健師、看護師若し
くは准看護師資格（初任者研修修了証が必要）を有する訪問介護員であること。
(3)常勤換算方法による場合は、非常勤のサービス提供責任者を配置することも認められるが、
当該事業所の常勤職員が勤務すべき時間の２分の１以上に達している者でなければならない。

サービス提供責任者の配置基準

(1)利用者の数が４０又はその端数を増すごとに１人以上の者を配置する。
(2)常勤換算方法による場合は、次に掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置し、端数分に

ついては、非常勤のサービス提供責任者を配置することが認められる。
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をＡとすると、

・利用者の数が４０人超２００人以下の場合 Ａ － １
・利用者の数が ２００人超 Ａ×２÷３ （小数点以下切上げ）
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管理者

・管理者の兼務について

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かなければならない。ただし、訪問介護
事業所の管理上支障がない場合は、当該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。

【兼務可能なもの】

□当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事する場合

□当該指定訪問介護事業所と同一敷地内にある他の事業所等（同一法人に限る）の管理者に従
事する場合

【管理業務に支障があるケース】

□併設する事業所等の直接処遇職員と兼務する場合

※直接処遇職員＝生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員

□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

□他の事業所等の夜勤に従事している場合

□運営法人が異なる事業所等の職務に兼務する場合

◎（管理者に限らず）兼務がある場合には、職種、勤務の予定、実績等について、どの事業所
での勤務であるのか明確に区分すること。
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身体拘束の原則廃止について

○身体拘束等の原則廃止に関する取り組みの強化

• 介護保険施設等においては身体拘束が原則として禁止されており、高齢者の立場
になって、その人権を保障しつつケアを行うという基本姿勢の下で、サービスの提供
を行うことが求められている。

• 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、利用者の心身の状態や切迫性等につい
て十分検討した上、身体拘束の内容や時間等を詳細に記録する必要がある。

○「緊急やむを得ない場合」に該当する３要件（すべて満たすことが必要）

• 切 迫 性：利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる
可能性が著しく高い場合

• 非代替性：身体拘束以外に代替する介護方法がないこと

• 一 時 性：身体拘束が一時的なものであること

→違反した場合、「人格尊重義務違反」、「虐待防止措置義務違反」とし
て指定取消等の行政処分を受ける場合もある。
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事故発生時の対応について

• 訪問介護事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故
が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に
係る居宅介護支援事業所、県（保健福祉事務所）等に連絡を行う
とともに、必要な措置を講じること。

• 事故発生後速やかに「事故報告書」を事業所の所在地を管轄する
保健福祉事務所に提出すること。

参考様式掲載場所：群馬県ホームページ「有料老人ホームの設置届、変更届
その他の手続きについて」（https://www.pref.gunma.jp/02/d2300264.html）

• 訪問介護事業所は、事故の状況及び事故に際してとった処置に
ついて記録すること。

• 事業所の職員間で事故の発生原因や再発防止策を検討し、情報
共有を図ること。


