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基本報酬及び各種加算について

項目 種類 名称

人員・設備・運営

基準省令
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）

解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に
関する基準について（平成11年老企第25号）

介護報酬

基準省令
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（平成12年厚生省告示第19号）

留意事項通知

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年老企第36号）
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通所介護については、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、各事業所は原則として毎年3月に前年の4
月から2月までの実績により、平均利用延人員数を計算（県ホームページ記載の「規模別報酬区分計算表」により算定）し、翌
年度4月以降どの規模区分に該当するか確認する必要がある。
※ 「通所系サービスの事業所規模区分の確認に係る留意事項について」参照 （https://www.pref.gunma.jp/02/d2310054.html）

①事業所規模による区分の取扱い

通所介護費

介護報酬の算定基礎となる所要時間は、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた通所介護を行うための
標準的な時間による。

通所介護のサービスとして認められないサービス（理美容等）に要した時間や送迎に要する時間は、サービスの提供時間
から除く必要がある。

２時間以上３時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、利用者側のやむを得ない事情（心身の状況から長時
間利用が困難な者や病後等により短時間から長時間利用に結びつけていく必要がある者等）により長時間の利用が困難な
者であること。

②所要時間

③送迎時における居宅内介護について

送迎時に実施した居宅内での介助等に要する時間は、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、通所
介護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通所介護計画に位置づけた上で実施

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、一級課程修
了者、介護職員初任者研修修了者（二級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における
勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直
接提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員である場合

当初の通所介護計画に位置づけられた時間よりも実際のサービス提供時間が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。

④通所介護計画の時間と実際のサービス提供時間が乖離する場合
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通所介護費

通所介護の場合、実際のサービス提供時間が交通状況や利用者の心身の状況等により、通所介護計画に位置づけられた
時間のサービス提供が行えない場合が想定されることから、運営規程に定めるサービス提供時間は余裕をもった設定とする
ことが望ましい。

⑤運営規定におけるサービス提供時間

⑥サービス提供の中断

通所介護のサービス提供中に、サービスを中断のうえ、その他の行為を行うことは、基本的に想定されておらず、この場合
は、サービスを中断した時点で当該回のサービスは終了したものとする。（その後、通所介護サービスを再開しても、再開後
は報酬算定できない）
例：併設有料老人ホームの入居者が居室に戻る場合はサービスの中断となる。
※いわゆる中抜け算定は、一部の例外（理美容サービス）を除き、原則行えない。

⑦事業所外におけるサービス提供

通所介護は事業所内でサービスを提供することが原則だが、次に掲げる事項を全て満たす場合は、事業所外でのサービス
を提供することが可能。

イ あらかじめ通所介護計画に位置づけられていること。
ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

事業所外でサービス提供をする場合、上記に加えて、次の事項に留意すること。
• 年間の事業計画に位置付けられていること。
• 参加は任意であること
• 利用者の健康状態をあらかじめ確認の上、外出の可否を判断すること。
• 外出する利用者と事業所に残った利用者双方の安全確保に支障がないよう人員を適切に配置すること。

• 外出の前後において、事業所内でのサービス提供がされ、通所介護計画で位置付けられている入浴等の目的が
達成されていること。

• 外出先で事故が発生した場合でも補償対象となるよう損害保険等に加入しておくこと。
※単なる行楽目的など機能訓練とは無関係の「行事」に該当する場合は、通所介護サービスの対象外となる。
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減算の有無しに関わらず、定員超過・人員欠如は基準違反であるため、指導又は処分の対象となることに留意すること。

⑧定員超過・人員欠如による減算

通所介護費

項目 減算の取扱い 減算内容

定員超過

☆月平均の利用者数が、運営規定に定める利用定員を超過した場合
＜算定式＞
１か月間のサービス利用者延べ人数

────────────────────────────────── ＞利用定員数
サービス提供日数

※小数点以下を切り上げ

※サービス利用者延べ人数は、提供日ごとの同時にサービスを受けた利用
者の最大の合計とする。

翌月から解消月までの利用
者全員の報酬額について100
分の70で算定する。

人
員
欠
如

看護
職員

☆月平均の配置延べ人数が、人員基準上必要とされる員数から１割を超えて
下回る場合
＜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

翌月から解消月までの利用
者全員の報酬額について100
分の70で算定する。

※1割の範囲内で下回った場

合、翌々月から解消月までの
利用者全員の報酬額につい
て100分の70で算定する

介護
職員

☆月平均の配置人数が、人員基準上必要とされる員数から１割を超えて下回
る場合
＜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
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通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応（令和３年度改正）

大規模型Ⅰ
751人～
900人以下

要介護1～5
655～
1,142単位

要介護1～5
626～
1,092単位

通常規模型

～750人以下

延べ利用者数

大規模型Ⅱ

901人以上

要介護1～5
604～
1,054単位

単位（7時間以上８時間未満の場合）

概要・算定要件

ア 大規模型Ⅰについて、通常規模型の基本報酬
大規模型Ⅱについて、大規模型Ⅰ又は通常規模型の基本報酬

イ 基本報酬の100分の３の加算

単位数

○ 通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合、以下の対応をとることができます。
ア より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利

用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。（規模区分の特例）
イ 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合、３か月間（※

２）、基本報酬の３％の加算を行う（※３）。（３％加算）

※１ ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。

※２ 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。

※３ 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

【通所介護の場合】

同一規模区分内で
減少した場合の加算

○ 利用者減の月の実績が、
前年度の平均延べ利用者数
等から５％以上減少してい
る場合に、基本報酬の３％
の加算を算定可能。

規模区分の変更の特例

○ 利用者減がある場合、前年度の
平均延べ利用者数ではなく、
利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型Ⅰは通常規模型
・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰ
又は通常規模型

を算定可能。

（※）「同一規模区分内で減少した場合の加算」「規模区分の変
更の特例」の両方に該当する場合は、後者を適用。＋3%

＋3%

＋3%
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通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応（令和３年度改正）

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１、別紙２）
• 感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式
• 利用延べ人数計算シート

■様式の掲載場所：トップページ> 健康・福祉> 高齢者・介護> 施設・事業者> サービス
事業者関係情報> (各種様式のダウンロード)> 【指定申請・算定届】通所介護
（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310109.html）

※ 「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」（ＰＤＦファイル）を必ず確認の上、提出し
てください。

※ 加算の延長、加算の終了、それぞれの時点で体制届を提出してください。

https://www.pref.gunma.jp/02/d2310109.html
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単位数

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算 40単位（新設）

イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口腔機能、認知
症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る
基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所
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。

算定要件等

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に、当該事
業所の利用者全員に対して算定できるものであること。

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。
③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築
するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の
算定対象とはならない。

留意事項（抜粋）

LIFEの具体的な取扱いや使用方法については、以下の通知やサイトを確認してください。
• 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例及び様式例の提示

について
• LIFEホームページ（https://life.mhlw.go.jp/login）の「操作マニュアル等」
• 厚生労働省ホームページ「科学的介護」（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）

LIFEについて

https://life.mhlw.go.jp/login
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
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入浴介助加算（Ⅰ） 40単位／日
入浴介助加算（Ⅱ） 55単位／日（新設） ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

単位数

イ 入浴介助加算（Ⅰ）(現行の入浴介助加算と同要件)

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、入浴介助であること。

ロ 入浴介助加算（Ⅱ）
① イに掲げる基準に適合すること。
② 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（以下この号において「医師

等」）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。当該訪問
において、当該居宅の浴室が、当該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、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業
所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅
改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

③ 当該指定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」という。）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。

④ ③の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）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。

※介護保険最新情報Vol.974「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.8 ）」も参照してくださ
い。

算定要件等

入浴介助加算
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生活機能向上連携加算

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

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい
る医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメート
ル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下
「理学療法士等」）の助言に基づき、当該指定通所介護事業所の機能訓練指導員等（機能訓練指導員、看護職員、
介護職員、生活相談員その他の職種の者）が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を
行っていること。

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を
準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、
機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

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。

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい
る医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同し
て利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能
訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、
機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

算定要件

生活機能向上連携加算（Ⅰ）100単位／月 （新設）（※3月に1回を限度）

生活機能向上連携加算（Ⅱ）200単位／月（現行と同じ） ※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可。

単位数



10

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56単位／日
個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 85単位／日 ※イとロは併算定不可

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）※加算（Ⅰ）に上乗せして算定

単位数

算定要件等

個別機能訓練加算

ニーズ把握・
情報収集

通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認。

機能訓練指導員の
配置

（Ⅰ）イ 専従１名以上配置
（配置時間の定めなし）

（Ⅰ）ロ 専従１名以上配置
（サービス提供時間帯通じて配置）

※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※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。
（通所介護計画の中に盛り込むことも可能）

機能訓練項目 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項目を準備し、その選択に当たっては利用者の生活
意欲が向上されるよう利用者を援助する。

訓練の対象者 同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団又は個別対応

訓練の実施者 機能訓練指導員が直接実施

進捗状況の評価 ３ヶ月に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)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、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを受けていること（LIFEへのﾃﾞｰﾀ提出とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの活用）
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ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 30単位／月 （新設）
ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 60単位／月 （新設）※（Ⅰ）・（Ⅱ）は併算定不可。

ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ) 3単位／月 ※現行算定している事業所等に対する経過措置。

単位数

ADL維持等加算

イ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

① 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（②において「評価対象利用期間」という。）が６月を超える
者をいう。以下この号において同じ。）の総数が１０人以上であること。

② 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」という。）と、当該月の翌月
から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月）に
おいてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」という。）を測定し、測定した日が属する月ご
とに厚生労働省に当該測定を提出していること。→提出はＬＩＦＥを用いて行う。

③ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に
測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」という。）の
平均値が一以上であること。

ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

① イ①及び②の基準に適合するものであること。
② 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が二以上であること。

算定要件等
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令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）
＜問５＞ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、 Barthel Index （以下「ＢＩ」という。 ）を用いて行うとあ

るが、「一定の研修」とはなにか。
＜ 答 ＞一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省に

おいて作成予定のＢＩに関するマニュアル（ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html ）
及びＢＩ の測定についての動画 等 を用いて、ＢＩ の測定方法を学習することなどが考えられる 。

また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を
受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなど によりＢＩの測定について、適切な質の管理を
図る必要がある。加えて、これまでＢＩによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、
理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。

Ｑ＆Ａ（抜粋）

ADL維持等加算

① ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
• ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行う。
• ＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて行う。
• ＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月

に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定
したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。

• AＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位100 分の10 に相当する利用
者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位100 分の10 に相当する利用
者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下「評価対象利用
者」という。）とする。

• 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については、リハビリテーションを提供し
ている当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含め
るものとする。

留意事項（抜粋）
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単位数

栄養アセスメント加算

栄養アセスメント加算 50単位／月（新設）

＜栄養アセスメント加算＞ ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）、（Ⅱ）（２）及び栄養改善加算との併算定は不可

○ 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

○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン
ト（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

○ 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEにより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。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。

ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して
いる施設に限る。

算定要件

• 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、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。

• 栄養アセスメントについては、３月に１回以上行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。
• 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ついては、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養

改善サービスの提供を検討するように依頼すること。
• 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日

の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に
係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

• 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栄養管理の内容
の決定（Plan）、当該決定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栄養管理の内容
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。

留意事項（抜粋）
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口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）20単位／回（新設）
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回（新設）（※6月に1回を限度。ⅠとⅡの併算定不可。複数事業所での算定不可。）

単位数

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞
○ 介護サービス事業所の従業者が、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及び栄養状態につい

て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び

口腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞

○ 以下の(１)(２)のいずれかに適合すること

(１)次のいずれにも該当すること（※口腔機能向上加算との併算定不可）

• 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当す
る介護支援専門員に提供していること

• 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービ
スを受けている間もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること

(２)次のいずれにも該当すること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算との併算定不可）

• 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護
支援専門員に提供していること

• 算定日が属する月が、口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び口腔機能向
上サービスが終了した日の属する月であること

算定要件

口腔・栄養スクリーニング加算

• 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。

• 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。

留意事項（抜粋）
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口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回（現行の口腔機能向上加算と同様）

口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回（新設）（※原則３月以内、月２回を限度） （※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）

単位数

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス（指定
居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行っ
ているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。

⑸ 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報をLIFEにより厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービス
の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

算定要件等

口腔機能向上加算

※口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ及びⅡ（１）との併算定不可。
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単位数・算定要件等

サービス提供体制強化加算

資格・勤続年数要件
単位数

加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当） 加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）

通所
介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護職員の総数のうち介護福祉士
70%以上
②介護職員の総数のうち勤続10年以
上介護福祉士25％以上

介護職員の総数のうち、介護福
祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護職員の総数のうち介護福祉士40%以上
② 通所介護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30%以上

Ⅰ 22単位/回（日）
Ⅱ 18単位/回（日）
Ⅲ 6単位/回（日）

留意事項

※いずれも定員超過利用・人員基準欠如に該当しているときは算定できない。

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均を用いる。
ただし、前年の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始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
開始又は再開した事業所については、４月目以降届出が可能となる。
なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

② 届出月前３月の平均を用いる場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合を毎月継
続的に所定の割合を維持しなければならない。
なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算の算定が
されなくなる場合の届出を行う。

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業
所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができ
る。

⑤ 同一の事業所において第１号通所事業を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行う。

⑥ 「指定通所介護を利用者に直接提供する職員」とは、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
勤務を行う職員を指す。



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】通所介護

（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310109.html）
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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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一般的事項

＜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。
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変更届

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、生活相談員（実務経験により認められる者に限る）の変更
がある場合は、その都度届出が必要です。

https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html
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休止届

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。

https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html
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廃止届

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。

再開届

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。

https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html
https://www.pref.gunma.jp/02/d2310016.html
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

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】通所介護（https://www.pref.gunma.jp/02/d2310109.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。

https://www.pref.gunma.jp/02/d2310088.html
https://www.pref.gunma.jp/02/d2310109.html
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１　共通届出書類

（１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

（２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

２　加算別添付書類

※下線が引いてあるものは県ホームページに様式を掲載
勤務形態

一覧表

資格証

の写し

事業所規模の変更 ・規模別報酬区分計算表
確認の結果、区分に変更がある場合は3月15日までに提出

（変更がない場合は提出不要）

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数

の減少が一定以上生じている場合の対応

・感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価　届出様式

・利用延人員数計算シート（通所介護）

時間延長サービス体制 ・運営規程 延長サービス対応時間をサービス提供時間の項目に記載すること

生活相談員配置等加算 ・なし 〇 〇 共生型サービスのみ

入浴介助加算 ・平面図

中重度ケア体制加算
・中重度ケア体制加算チェック表

・介護職員加配確認様式（算定月の状況を記載）
○ 〇 資格証（写）…看護職員

生活機能向上連携加算
・連携の根拠となる書類（協定書、委託契約書等の写し）

　※業務内容が記載されており、双方の合意が確認できるもの

個別機能訓練体制 ・なし 〇 〇 資格証（写）…機能訓練指導員

ADL維持等加算〔申出〕の有無 ・なし

ADL維持等加算（Ⅲ） ・ADL維持等加算に係る届出書（別紙19） ※経過措置

認知症加算

・認知症加算チェック表

・介護職員加配確認様式（算定月の状況を記載）

・認知症介護に係る研修の修了証の写し

○

若年性認知症利用者受入加算 ・なし 〇 対応する職員を明示

栄養アセスメント・栄養改善体制 ・外部との連携により管理栄養士を配置する場合、連携の根拠となる書類（契約書等の写し） 〇 〇 資格証（写）…管理栄養士

口腔機能向上体制 ・なし 〇 〇 資格証（写）…言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員

科学的介護推進体制加算 ・なし

サービス提供体制強化加算
・サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙12-3）

・サービス提供体制強化加算チェック表
○ 〇

※参照のこと

（勤続年数で要件を満たす場合は、勤続年数を記載した勤務形態一覧表等を添付）

介護職員処遇改善加算
・処遇改善計画書等

　※介護職員処遇改善加算「提出書類一覧表」を参照のこと

※勤務形態一覧表は、算定開始月のものを添付してください。（サービス提供体制強化加算を算定する場合、最終対象月分のみの添付で結構です）

添付書類

加算等の種類 摘　要

◆ 通所介護　各種加算の届出に係る添付書類一覧 ◆
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その他の提出書類に関する留意事項

＜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。
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その他の提出書類に関する留意事項

＜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



運営に関する留意事項
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○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

⚫認知症介護基礎研修の受講

⚫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

感染症や災害への対策力強化

○ 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

災害への地域と連携した対応の強化

○ 利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、通所介護事業者はその事業の運
営に当たって、地域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。

○ 通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当
該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所介護サービスの提供を行うよう努めなければならない。

通所介護における地域等との連携の強化

○ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、通所介護事業者は非常災害対策におけ
る避難・救出等の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なければならない。

※義務化

※義務化
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○ 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、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、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。【経過措置３年間】※新入職員の受講についても１年の猶予期間あり。

概要

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

（参考）介護従事者等の認知症対応力向上の促進

29

※義務化
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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
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人員配置基準に関する留意事項

（１）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、通所介護
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】

□当該指定通所介護事業所の他の職務に従事する場合

□当該指定通所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。

（２）常勤職員の配置について

生活相談員又は介護職員のうち１名以上は、常勤（当該事業所で常勤）でなければならない。
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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

• 通所介護事業所は、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）

• 通所介護事業所は、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。

https://www.pref.gunma.jp/02/d2300264.html
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通所介護事業所で行われる宿泊サービス（お泊まりデイ）について

• 通所介護事業所が、通所介護の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する
場合は、事前に届出が必要です。

• また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、人員、設備及び運営に係
る指針※が厚生労働省から示されているので、当該指針に沿った事業運営に努めてく
ださい。

※「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」

＜通所介護の宿泊サービスの届出＞

1. 届出様式 「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」

2. 届出時期 宿泊サービスを開始するとき … 宿泊サービスの開始前

届出内容に変更があったとき … 変更後10日以内

休止又は廃止するとき … 休止又は廃止の１月前まで

3. 提出先 事業所所在地を所管する保健福祉事務所に２部提出

＜事故発生時の対応＞

「事故発生時の対応について」のとおり


