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■手引きで使用する表記■ 

表 記             正 式 名 称 

条 例   指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年条例第71号) 

     指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年条例第72号) 

施行規則 指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第45号) 

       指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年規則第46号) 

条例解釈  指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例等について(平成25年4月横福指第18号) 

        指定地域密着型介護予防ｻービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例等について(平成25年横福指第26号) 

 

１．条例の性格 〈条例解釈第1〉 

 

◎ 条例は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限

度の基準を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の

運営の向上に努めなければなりません。 

 

● 指定地域密着型サービスの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、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、

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、相当の期間を定

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ます(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りません)。 

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介護報酬の請

求を停止させること)ができます。 

● 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ま

す。 

① 次に掲げるときその他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 指定地域密着型サービス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 居宅介護支援事業者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代償として、金品その他財産上の利益を供与し



 

 

 

たとき 

ウ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退去者を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受したとき 

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 

 

２．指定地域密着型サービスの事業の一般原則 〈条例第3条〉 

 

◎ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者

の立場に立ったサービスの提供に努めなければなりません。 

◎ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当

たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の地域

密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉

サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。 
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１  人員基準について（単独型・併設型） 
 

（１） 管理者 (条例第63 条、条例規則第６条、予防条例第7 条、予防条例規則第４条) 

管理者は、横須賀市長が定める研修（認知症対応型サービス事業管理者研修）を修了して

いる者で、常勤かつ原則として専ら当該指定認知症対応型通所介護事業所に従事する者でな

ければなりません。 

ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められるときには、他の職務を

兼ねることができます。 

① 当該指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事する場合 

② 当該指定認知症対応型通所介護事業所と同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等

他の事業所、施設等の職務に従事する場合 

【ポイント】 

・ 他の場所にある事業所や施設の業務に従事することはできません。 

・ 同一敷地内であっても、別の法人が行う業務に従事することはできません。 

・ 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

いて入所者に対してサービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する場合などには、

管理業務に支障があると考えられます。 

 

(２)生活相談員（条例第62 条、条例規則第４条、予防条例第６条、予防条例規則第２条) 

 

生活相談員の配置は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、サービ

ス提供をしている時間帯に※生活相談員が勤務している時間の合計数を当該単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保され

るために必要と認められる数の配置が必要です。 

※生活相談員として勤務している間は、専従であることが必要です。 

サービス提供時間  9時～17時   事業所のサービス提供時間  8時間 

 

  9:00                        17:00 

＜配置基準を満たす例＞ 

生活相談員Ａ 

                          勤務時間 4時間 

  9:00                13:00 

生活相談員Ｂ 

                          勤務時間 4時間15分   

    10:00               14:15 

○ 事業所のサービス提供時間は９時～１７時の８時間となり、ＡとＢのサービス提供時間

内の勤務時間が合計で8時間15分なので、８時間以上となっているため人員基準を満たし

ます。 
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＜配置基準を満たさない例＞ 

生活相談員Ａ 

                     勤務時間 ３時間 

7:00     9:00        12:00 

生活相談員Ｂ 

 

                       14:00        17:00  18:00  

                       勤務時間  ３時間 

○ 事業所のサービス提供時間は８時間であるが、ＡとＢのサービス提供時間内の勤務時間

（色付きの時間）が合計で６時間のため８時間に満たないので人員基準違反となります。 

 

【ポイント】 

・  生活相談員は、次の１～４の資格要件のうち、いずれかに該当する者を配置してく

ださい。 

１ 社会福祉主事、精神保健福祉士、社会福祉士等 

（社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者） 

２  介護福祉士 

３  介護支援専門員 

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

日以上）介護等の業務に従事した者（直接処遇職員に限る） 

＊実地指導等において人員配置を確認する際には、上記の資格が確認できる資格証等の写

しが必要となりますので、事業所において保管してください。 

 

【指導事例】 

・  365日（無休）でサービス提供を行っているが、生活相談員が事業所に１名しかいな 

いため、配置していない日があった。 

・  サービス提供時間が７時間であるが、生活相談員が４時間しか配置されていない日があ

った。 

・  同一の者が、同一の時間帯に生活相談員と介護職員を兼務していた。 

(３)看護職員又は介護職員（条例第62条、予防条例第６条）    

○ 以下の３つの基準を全て満たすことが必要です。 

① 単位ごとに、サービス提供日ごとに、専らサービス提供に当たる 

※看護職員又は介護職員を１以上配置すること 

②  当該単独型・併設型認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職

員が勤務している時間数の合計数を当該認知症対応型通所介護を提供している時間数で除

して得た数が１以上配置すること 

③ 指定単独型・併設型認知症対応型通所介護の単位ごとに常時１名以上確保しなければな

りません。 
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※ 看護職員とは、看護師または准看護師の資格を有する者です。 

【ポイント】 

・  生活相談員、看護職員又は介護職員のうち、１名以上は常勤でなければなりません。 

・  看護職員・介護職員の人員欠如については、減算しなくてはならない場合がありま

す。 

・ Ｑ＆Ａ Ｐ25 看護・介護職員の兼務は可能です。 

 

資料:看護職員と介護職員演習 

（４） 機能訓練指導員 (条例第62 条、規則第５条、予防条例第6 条、予防条例規則第３

条) 

○機能訓練指導員を１以上配置することが必要です。 

○機能訓練指導員の配置に当たっては、月に１回以上、全ての利用者に対して機能訓練を行

う機会を確保するよう人員配置を行うよう努めてください。 

【ポイント】 

・平成26年7月１日以降は、機能訓練指導員が資格要件を満たさない場合は、人員基準違反

の対象になります。 

指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員の配置について（平成25年7月1

日 横福指第64号）参照 

 （通知の掲載場所）  

「横須賀市ホームページ（http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/index.html）」    

  → 健康・福祉・教育 → 年金・保険 → 介護保険  

→ 介護保険サービス事業者用のページ 

    → 通知 

・  認知症対応型通所介護事業では必要な機能訓練を行うこととされていますので、加算の

届出の有無にかかわらず、機能訓練指導員を1 名以上配置する必要があります。 

・  介護職員、生活相談員と兼務する場合は、勤務時間の割り振りを行う必要があります。 

・  機能訓練指導員として配置するには「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」の資格を有している必要があります。 

・  配置時間数については、加算を算定しない場合はサービス提供日毎に、単位ごとに設定

されたプログラムにおける機能訓練を行う時間数の配置を必要とし、加算を算定する場合

は各加算の算定要件で求められている時間数の配置が必要です。 

・ ただし、利用者の日常生活やレクレーション、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うことができる。 

（５） 単位・職員配置 

① 「単位」とは、同時に、一体的に提供される単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

をいう。 

② 「単位」ごとの利用定員は、１２人以下となっています。 
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③「２単位」として取り扱われる場合 

（例１）同時に一定の距離を置いた２つの場所でサービス提供が行われ、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 

（例２）午前と午後とで別の利用者に対してサービスを提供する場合 

（例３）同一単位内で提供時間数の異なる利用者については、同時一体的に行われていると

認められない場合は、別単位となります。 

④ 単位が複数ある場合、単位ごとの利用定員・利用者数に応じて職員を配置しなくてはな

りません。 

⑤ 7時間以上9時間未満の単独型･併設型指定認知症対応型通所介護の前後に連続して延長

サービスをおこなう場合にあっては、事業所の実情に応じて職員を配置する。 

【ポイント】 

・  認知症対応型通所介護の提供記録における職員の配置については、単位ごとに記録し

てください。 

⑥ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの利用者の数又は利用定員をいうものであり、利

用者の数はあらかじめ定めた利用者の数の上限となります。 

 

（６）用語の定義について 

① 「サービス提供日ごとに」 

「サービスを提供する日には毎日」の意味です。 

② 「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

いいます。 

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をいうも

のであり常勤・非常勤の別を問いません。 

③ 「常勤」 

当該認知症対応型通所介護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（1 週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は

32 時間を基本とする）に達していることをいいます。 

同一敷地内の事業所で、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、職種ごとの時間数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、常勤の要件を満たします。 

（関連）育児・介護休業中の常勤扱いについて Q＆Aの８ページ 
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２  人員基準について（共用型） 
 

（１）共用型認知症対応型通所介護とは       (条例65条、予防条例第９条)  

以下の事業所等で行う認知症対応型通所介護を言います。 

①指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所の居間及び食堂 

②指定地域密着型特定施設の食堂 

③指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂又は共同生活室 

（２）利用定員                 （条例66条、予防条例第10条） 

○利用定員の上限について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用定員の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ＋ 共同生活住居ごとに１日

３人以下 

【ポイント】ユニットごとに３名が利用者の上限です。 

③地域密着型介護老人福祉施設 ＋ 施設ごとに１日３人以下 

②地域密着型特定施設入居者生活介護 ＋ 施設ごとに１日３人以下 

 

【利用定員の１日あたり３人以下の考え方】 

・１日の同一時間帯に３人を超えて利用者を受け入れることはできません。 

・半日しか利用しない者がいる場合は、１日の利用延べ人数は３人を超える

ことがあります。 

【共同生活住居が複数ある場合の取扱い】 

・複数のユニットがある場合には、共用型認知症対応型通所介護の利用者及

びグループホームの入居者に対してケアを行うのに十分な広さを確保できれ

ば、どのユニットで受け入れても差し支えありません。 
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（３） 管理者  (条例第67条、条例規則第６条、予防条例第11条、予防条例規則第４条) 

管理者は、横須賀市長が定める研修（認知症対応型サービス事業管理者研修）を修了して

いる者で、常勤かつ原則として専ら共用型指定認知症対応型通所介護事業所に従事する者で

なければなりません。 

ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められるときには、他の職務を

兼ねることができます。 

① 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事する場合 

② 共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事する場合 

（４）従業員の員数              （条例第65条、予防条例第9条） 

○従業者の員数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

①、②、③それぞれのサービス種別ごとの入居者数等に共用型認知症対応型通所介護の利用

者数を足した数（前年度の平均値）に対する必要な人員配置をすることが必要です。 

○従業者の員数に関する留意事項 

利用者数の計算にあたっては、３時間以上５時間未満の報酬を算定している利用者（２時

間以上３時間未満の報酬を算定している利用者を含む。）については、利用者数に２分の１

を乗じて得た数とし、５時間以上７時間未満の報酬を算定している利用者については、利用

者数に４分の３を乗じて得た数とし、７時間以上９時間未満の報酬を算定している利用者に

ついては、利用者の数に１を乗じて得た数として計算した全利用者の延べ数をもとに算出す

ることとする。 

（参考） 

報酬区分 利用者数の計算方法 

２時間以上３時間未満 利用者数に２分の１を乗じて得た数 

３時間以上５時間未満 利用者数に２分の１を乗じて得た数 

５時間以上７時間未満 利用者数に４分の３を乗じて得た数 

７時間以上９時間未満 利用者数は１と数える 

Q＆A P３ Q9･Q10参照 

 

①指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ＋ 共同生活住居ごとに１日３

人以下 

②地域密着型特定施設入居者生活介護 ＋ 施設ごとに１日３人以下 

 

③地域密着型介護老人福祉施設    ＋ 施設ごとに１日３人以下 
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３  運営基準について 
 

（１） サービス開始の前に 

（１）内容及び手続の説明及び同意   (条例第81 条(第10 条準用)、予防条例第12 条) 

認知症対応型通所介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に

対し、第74条に規定する重要事項に関する規定の概要、認知症対応型通所介護従業者の勤務

の体制その他の利用申込書者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該事業所から指定認知症対応型通所介護の提供の開始について利

用申込者の同意を文書により得なければなりません。 

 

【ポイント】 

○重要事項を記した文書に記載すべきと考えられる事項 

１ 法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど） 

２ 営業日、営業時間、サービス提供時間 

３ 利用料その他の費用の額 

４ 従業者の勤務体制（単位ごと） 

５ 事故発生時の対応 

６ 苦情相談窓口（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談・苦情の窓

口も記載） 

７ その他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 

 

※重要事項説明書の交付にあたっては、当該内容について説明を受けたこと、その内容につ

いて同意したこと及び文書により交付を受けたことが分かる書式としてください。 

＊同意欄の記載例 

重要事項について説明を行いました。 

○年○月○日       

説明者氏名 ○○ ○○ 印  

 

重要事項について説明を受け、同意し、交付を受けました。 

  ○年○月○日 

                          利用者氏名 ○○ ○○ 印 

 

※ 重要事項説明書の内容と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。 

※ サービス提供開始についての同意は重要事項説明書の交付のほかに、利用申込者及びサ

ービス事業者双方を保護する観点から、契約書等の締結により確認してください。 
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【指導事例】 

・ 重要事項説明書を利用者や家族に説明、交付したことが記録等で確認できなかった。 

・ 重要事項説明書の記載内容が古いままであった。（従業者の勤務体制が現状と一致しな

い等、運営規程の内容と齟齬があった。） 

 

（２） 提供拒否の禁止         (条例第81 条(第11 条準用)、予防条例第13 条) 

正当な理由なく認知症対応型通所介護サービスの提供を拒んではなりません。 

【ポイント】 

原則として、利用申込に対して応じなければなりません。 

特に要介護度や所得の多寡等を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられています。 

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、以下のものを言います。 

①  事業所の現員では、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、自ら適切な指定認知症対応型通所介護を提供することが困難な場合 

 

（３） サービス提供困難時の対応     (条例第81 条(第12 条準用)、予防条例第14 

条) 

（２）の【ポイント】にある①、②などの理由で利用申込者に対し自ら適切な認知症対応型

通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、居宅介護支援事業者への連絡、適当

な他の指定認知症対応型通所介護事業者等を紹介するなどの適切な措置を速やかに講じなけ

ればなりません。 

 

（４） 受給資格等の確認        (条例第81 条(第13 条準用)、予防条例第15 条) 

利用の申込みがあった場合は、その者の被保険者証（介護保険）によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認します。 

被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、これに配慮して認知症対応型通

所介護サービスを提供するよう努めなければなりません。 

 

（５） 要介護(要支援)認定の申請に係る援助  

  (条例第81 条(第14 条準用)、予防条例第16 条) 

（４）で要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合には、要介護認定の申請

が、既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思

を踏まえて、速やかに当該申請行われるよう必要な援助を行わなければなりません。 

また、居宅介護支援事業者を利用していない利用者に対しては、継続して保険給付を受け

るためには、要介護認定の更新が必要となりますので、遅くとも要介護認定の有効期間満了

日の30日前には更新申請が行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 
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（２ ）サービス開始に当たって 

 

（１） 心身の状況等の把握             (条例第68 条、予防条例第17 条) 

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければなりません 

【注意】 認知症であることの確認について 

認知症であることの確認については、医師の診断書により確認を行うことが望ましいと

考えますが、主治医意見書に「認知症」であることが確認できれば可とします。ただし、

介護認定の認定調査票では不可とします。 

 

 

（２） 居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)等との連携 

(条例第81 条(第16 条準用)、予防条例第18 条) 

サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

また、サービスの提供の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行

うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報を提供及び保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。 

 

（３） 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に沿ったサービスの提供 

(条例第81 条(第18 条準用)、予防条例第20 条) 

居宅介護支援事業者の作成した居宅サービス計画（介護予防サービス計画）に沿った認知

症対応型通所介護サービスを提供しなければなりません。 

 

（４） 居宅サービス計画(介護予防サービス計画)等の変更の援助 

(条例第81 条(第19 条準用)、予防条例第21 条) 

利用者が居宅サービス計画（介護予防サービス計画）の変更を希望する場合は、居宅介護

支援事業者（介護予防支援事業者）への連絡等、必要な援助を行わなければなりません。 

 

＊（１）～（４）までは、他のサービス事業者、特に居宅介護支援事業者との密接な連携が

必要となります。 

 

○ サービス担当者会議の出席 

居宅サービス計画を変更する場合等に、ケアマネジャーは認知症対応型通所介護事業者等

の居宅サービス事業者等を集めてサービス担当者会議を開催することになっています。認知

症対応型通所介護事業者は利用者を取り巻くチームケアの一員としてこの会議に出席しなく

てはなりません。 
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サービス担当者会議では、認知症対応型通所介護事業者は、アセスメントやモニタリング

に基づいた情報提供を行うとともに、居宅サービス計画原案について専門的立場から提言

し、他事業所との情報交換を図ってください。 

 

（５） 基本取扱方針                (条例第70 条、予防条例第42 条) 

○認知症対応型通所介護 

① 利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われ

なければなりません。 

②  自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければなりません。 

＊留意事項                        （条例解釈） 

指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針  

（ア）指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよ

う、個々の利用者に応じて作成された認知症対応型通所介護計画に基づいて行われ

なければならない。ただし、その実施方法においては、グループごとにサービス提

供が行われることを妨げるものではない。  

（イ）利用者が日常生活を送るうえで自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を

得、自信を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常

生活の場であると実感できるよう必要な援助を行わなければならない。  

（ウ）指定認知症対応型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則である

が、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供する

ことができるものである。  

㋐ あらかじめ認知症対応型通所介護計画に位置付けられていること  

㋑ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること  

（エ）「サービスの提供方法等」とは、認知症対応型通所介護計画の目標及び内容や利

用日の行事及び日課等も含むものである。 

 

 

○介護予防認知症対応型通所介護 

①  利用者の介護予防に資するよう､その目標を設定し、計画的に行われなければなりませ

ん。 

②  自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行うとともに、常

にその改善を図らなければなりません。 

③  指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態

と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するもので

あることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなりません。 

④  利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの

提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービス提供を行
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わないよう配慮しなければならない。 

⑤  指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーション

を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切

な働きかけに努めなければなりません。 

＊留意事項                         （条例解釈）    

 

 指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針         

（ア）指定介護予防認知症対応型通所介護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）提供された指定地域密着型介護予防サービスについては、介護予防認知症対応型

通所介護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。 

 

（６） 具体的取扱方針               (条例第71 条、予防条例第43 条) 

○認知症対応型通所介護 

①  利用者が住みなれた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や

地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行います。 

②  利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送るこ

とができるよう配慮して行います。 

③  認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機

能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行います。 

④  認知症対応型通所介護従業者は、認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように説明を行います。 

⑤  介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。 

⑥  常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その
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他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供します。 

○介護予防認知症対応型通所介護 

①  主治の医師又は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、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行います。 

②  管理者は、①に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護

予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成しま

す。 

③  介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている

場合は、当該計画の内容に沿って作成します。 

④  管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を文書により得ます。 

⑤  管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知

症対応型通所介護計画を利用者に交付します。 

⑥  利用者が住みなれた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や

地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行います。 

⑦  利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送るこ

とができるよう配慮して行います。 

⑧  介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支

援を行います。 

⑨  サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

⑩  介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。 

⑪  従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了

するまでに、少なくとも1 回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把

握(モニタリング)を行います。 

⑫  管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護

予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告します。 

⑬  管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更を行います。 

⑭ ①～⑫の規定は、⑬に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用

します。 
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＊留意事項  

 

指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針 

（ア）管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成しなければならないこととし

たものである。介護予防認知症対応型通所介護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、介護予防認知症対応型通所介護の提供によって解

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、介護予防認知症対応型通所介護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）介護予防認知症対応型通所介護計画は、介護予防サービス計画に沿って作成され

なければならないこととしたものである。なお、介護予防認知症対応型通所介護計画

の作成後に介護予防サービス計画が作成された場合は、当該介護予防認知症対応型通

所介護計画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更

するものとする。 

（ウ）介護予防認知症対応型通所介護計画は、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、介護予防認知症対応型通所

介護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、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交

付しなければならならず、当該介護予防認知症対応型通所介護計画は、５年間保存し

なければならないこととしている。  

（エ）指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が日常生活を送

る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信を回復するなどの効

果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常生活の場であると実感できるよ

う必要な支援を行わなければならないこととしたものである。  

（オ）指定介護予防認知症対応型通所介護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。 

（カ）事業者に対して地域密着型介護予防サービスの提供状況等について介護予防支援

事業者に対する報告の義務づけを行うとともに、介護予防認知症対応型通所介護計画

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。介護予防支援事業者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
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ものであり、毎月行うこととしている。  

また、併せて、事業者は介護予防認知症対応型通所介護計画に定める計画期間が終

了するまでに一回はモニタリングを行い、利用者の介護予防認知症対応型通所介護計

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、担当する介護予防支

援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該介護予防認知症対応型通所介護計画の変

更を行うこととしたものである。 

 

（７） 認知症対応型通所介護計画の作成        (条例第72 条、予防条例第43条) 

① 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計

画を作成する必要があります。 

② 認知症対応型通所介護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、利用者の当

該計画の内容に沿って作成する必要があります。 

③ 認知症対応型通所介護計画の原案を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を

説明し、利用者の同意を文書により得る必要があります。 

④ 認知症対応型通所介護計画を作成した際には、利用者に交付する必要があります。 

⑤ それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及

び目標の達成状況の記録を行う必要があります。 

 

＊計画に盛り込むべき項目 

①計画作成者・作成日 

②利用者名・要介護度 

③解決すべき課題 

④援助目標 

⑤提供するサービス内容 

⑥以上記に係る留意事項 

⑦サービス提供に要する標準的な時間 

⑧利用者・家族への説明者名、説明、同意、交付日、同意者名、同意に関する書名欄 

⑨（指定介護予防認知症対応型通所介護)サービスの提供を行う期間 

 

 

＊留意点 

 

認知症対応型通所介護計画の作成                 （条例第72条）  

（ア）認知症対応型通所介護計画については、認知症介護の提供に係る計画等の作成に

関し経験のある者や、認知症介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に

そのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する
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者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。  

（イ）認知症対応型通所介護計画をとりまとめる者は、認知症対応型共同生活介護の計

画作成担当者が修了すべき研修を修了していることが望ましい。  

（ウ）認知症対応型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の

利用者ごとに作成するものである。 

（エ）認知症対応型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければなら

ない。 なお、認知症対応型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成され

た場合は、当該認知症対応型通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものである

か確認し、必要に応じて変更するものとする。  

（オ）認知症対応型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて作成しなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意

向の反映の機会を保障するため、指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認

知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の

同意を得なければならず、また、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付し

なければならない。 なお、交付した認知症対応型通所介護計画は、５年間保存し

なければならない。  

（カ）認知症対応型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を

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。  

 

【指導事例】 

・ 利用者全員の認知症対応型通所介護計画が全く同じものであった。 

・ 利用者に認知症対応型通所介護計画の説明・･同意・交付をしていなかった。 
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認知症対応型通所介護計画作成の流れ 

 認知症対応型通所事業所                 居宅介護支援事業所 

 

                                      アセスメント 

                                      ・ケアプラン 

                                     

 

利用者・家族                             

 の要望                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*同意は文書で 

 

    

 

 

 

 

 

                                      ケアプランの変更 

 

 

 

 

 

  

 

 

○認知症対応型通所介護計画の作成については、基本的に「(６) 具体的取扱方針」｢(7)認知症対応型通

所介護計画の作成を参照。                      

○介護予防認知症対応型通所介護計画場合は、計画にサービス提供期間を定め、その期間内に実施状

況の把握（モニタリング）を行い、その結果について介護予防支援事業者に報告しなくてはなりませんが

手順は、認知症対応型通所介護計画の作成と同じです。 

 

利用者の状況の把握 

（アセスメント等） 

認知症対応型通所介護計画の作

成 

利用者・家族への 

説明・同意と交付 

 

サービス提供の開始 

サービスの実施状況及び 

目標の達成状況の記録 

利用者に必要とされる課題

（ニーズ）の特定 

認知症対応型通所介護計画

の見直し 

ケアプランに沿った内

容（必要に応じてケア

プランの見直し） 

必要に応じて 

変更・見直し 

ケアマネジャーへ

の報告、サービス

担当者会議への出

席 
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（３） サービス提供時  

（１） サービス提供の記録       (条例第81 条(第21 条準用)、予防条例第22 条) 

認知症対応型通所介護サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を

記録しなければなりません。 

また、利用者から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りません。 

 

【ポイント】 

サービスの提供内容や当日の職員配置を記録してください。 

（記録で確認ができない場合、介護報酬の返還や減算となる場合があります。） 

サービス提供の記録は、次の点を参考にして作成してください。 

＜勤務体制について＞ 

・ 提供日ごと、単位ごとにどの職種にどの職員が勤務したのかがわかるようにしてくださ

い。（看護職員、介護職員、機能訓練指導員、生活相談員、その他加算の算定基準に配置が

定められた職員等） 

 

＜利用者に対するサービス内容について＞ 

・ サービスの提供開始時刻、終了時刻、具体的なサービス内容 

・ 送迎（片道か往復か）の有無、入浴の有無等に関係する記録 

・ 送迎の記録（事業所の発着時刻、利用者名、車輌の種別、運転者） 

 

（２） 利用料等の受領               (条例第69 条、予防条例第23 条) 

運営基準で 

定められた 

費用 

 

介護報酬に係るもの 

（利用者１割･２割負担） 

基本額 1 回当たり 

加算額  

その他の費用（自己負担） 特別なサービ

ス等の費用 

 

通常の事業の実施地域外の送迎に 

係る交通費 

通常の提供時間を超えるサービス 

提供に伴う費用 

 

日常生活費 食費（※１）、おむつ代 

 

その他の日常

生活費 

（※２） 

身の回り品の費用 

教養娯楽費 

 

★１ 食費については、「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」（Ｈ17 厚労省告示第419 号）に基づき、料金を設定し、手続きを行う必要があり

ます。  (資料１) 

★２ 「その他日常生活費」を全ての利用者から画一的に徴収することは認められません。
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「その他日常生活費」→H12 厚生省通知 老企54「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」(資料２) 

 

 どんな場合？ 具体的には？ 注意点 

身の回り品の費用 利用者の希望によっ 

て、身の回り品とし

て日常生活に必要な

ものを提供する場合 

 

一般的に要介護者等

の日常生活に必要と

考えられる物品（例

えば、歯ブラシや化

粧品等の個人用の日

用品等） 

 

すべての利用者に対

して一律に提供し、

すべての利用者から

その費用を画一的に

徴収することは認め

られない。 

教養娯楽費 利用者の希望によっ 

て、教養娯楽として

日常生活に必要なも

のを提供する場合 

 

サービス提供の一環

として実施するクラ

ブ活動や行事におけ

る材料費等 

 

すべての利用者に一

律に提供される教養

娯楽に係る費用につ

いて徴収することは

認められない。 

【指導事例】 

・  利用者全員に一律に使用するシャンプー・石けんやタオル等のリネン費用を、「身の

回り品の費用」として徴収していた。 

→すべての利用者に対して一律に提供するものについては、その他日常生活費として徴収

することはできません。入浴に通常付随する費用は入浴介助加算の報酬中に組み込まれ

ていると考えます。また、利用者希望の有無だけで判断するものではありません。 

・  プログラムの一環として利用者全員が参加する機能訓練で使用する材料費について、

利用者から一律に徴収していた。 

→すべての利用者に対して一律に提供するものについては、その他日常生活費として徴収

することはできません。認知症対応型通所介護費の本体報酬に組み込まれているものと

考えます。 

＜介護報酬の利用者１割又は２割負担分＞ 

・ 利用者負担として、１割又は２割相当額の支払いを受けなければなりません。 

＜領収書＞ 

・ 認知症対応型通所介護サービスの提供に要した費用について、利用者から支払いを受け

たものについては、「保険適用」と「保険適用外」に区分した上で、領収書を交付しなけ

ればなりません。 

 

（３） 保険給付の請求のための証明書の交付  

   (条例第81 条(第23 条準用)、予防条例第24 条) 

償還払いを選択している利用者から費用の支払い（10割全額）を受けた場合は、提供した

認知症対応型通所介護サービスの内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対し
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て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交付しな

ければなりません。 

 

（４） 利用者に関する市町村への通知    

 (条例第81 条(第29 条準用)、予防条例第25 条) 

利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通

知しなければなりません。 

①  正当な理由なしに認知症対応型通所介護サービスの利用に関する指示に従わないこと

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

②  偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

（５） 緊急時等の対応         (条例第81 条(第54 条準用)、予防条例第26 条) 

サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合等には、速やかに主治医への連絡を行

う等の必要な措置を講じなくてはなりません。 

【ポイント】 

・  緊急時の主治医等の連絡先をあらかじめ把握しておいてください。 

・  事業所への連絡方法等についてあらかじめルールを決めて、従業員に周知しておいて

ください。 

（関連）24ページ「（13）事故発生時の対応」参照 

 

（４） 事業所運営 

 

（１） 管理者の責務                (条例第73 条、予防条例第27 条) 

管理者は、従業者の管理及び認知症対応型通所介護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わなければならず、また、従業者に対し

て運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を行う必要があります。 

【ポイント】 

＜従業者の管理＞ 

・  タイムカード等によって出勤状況を確認してください。 

・  毎日基準以上の人員配置になるよう､適正に勤務ローテーションを組んでください。 

・  生活相談員、看護職員、機能訓練指導員等、資格が必要な職種については資格を確認

し、資格証等の写しを事業所で保管してください。 

・  従業者との雇用関係が確認できる雇用契約書等を事業所に保管してください。 

 

（２） 運営規程                  (条例第74 条、予防条例第28 条) 

運営規程には次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなり

ません。 
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１  事業の目的及び運営の方針 

２  従業者の職種、員数及び職務の内容 

３  営業日及び営業時間 

４  利用定員 

５  認知症対応型通所介護サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

６  通常の事業の実施地域 

７  サービス利用に当たっての留意事項 

８  緊急時等における対応方法 

９  非常災害対策 

10  その他運営に関する重要事項 

(「事故発生時の対応」「従業者及び退職後の秘密保持」「苦情・相談体制」「従業者の研

修」等) 

※上記２、３、４については、複数単位でサービス提供を行っている場合は単位ごとに記載

してください。 

【ポイント】 

・ 運営規程は事業所の指定申請の際に作成しています。 

・ 指定後は、事業所名称、所在地、営業日、営業時間、利用定員、従業者の職種、員数、

利用料等の内容の変更の都度、運営規程も修正しておく必要があります。（修正した年月

日、内容を最後尾の附則に記載することで、事後に確認しやすくなります。）併せて、変

更届を必ず提出してください。（従業者の職種、員数は除く。） 

 

（３） 勤務体制の確保               (条例第75 条、予防条例第29 条) 

・ 利用者に対して、適切な認知症対応型通所介護サービスを提供できるよう、事業所ごと

に従業者の勤務の体制を定め、それを記録しておかなければなりません。 

・ 当該事業所の従業者によって認知症対応型通所介護サ－ビスを提供しなければなりませ

ん。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、このかぎりではあり

ません。 

・ 従業者の資質の向上のために研修の機会を確保しなければなりません。 

 

【ポイント】 

・  勤務体制を勤務表（日ごと）により明確にわかるようにしてください。 

・  雇用契約の締結等により事業所の指揮命令下にある従業者によりサービス提供を行っ

てください。 

 

【指導事例】 

・  併設の事業所の職務を兼務する従業員の状況が勤務表上で明確にされていなかった。 

→勤務表上で兼務状況もわかるようにしてください。 
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（４） 定員の遵守                 (条例第76 条、予防条例第30 条) 

利用定員を超えてサービスの提供を行ってはなりません。ただし、災害その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りではありません。 

 

（５） 非常災害対策                (条例第77 条、予防条例第31 条) 

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

し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

・  非常災害に関する具体的計画とは、消防計画及び風水害・地震等の災害に対処するた

めの計画を指します。 

・  防火管理の責任者を決め、消防計画等を策定し、地域の消防機関へ速やかに通報する

体制を従業員に周知してください。 

・  消防法に基づき、消火設備を設置し、定期的に消火・避難訓練を年２回以上実施して

ください。 

・  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

らえるような体制を構築してください。 

 

【指導事例】 

・ 避難・救出その他必要な訓練を行っていなかった。 

・ 非常災害に関する具体的計画を作成していなかった。 

→ 消防機関等と連携・相談し、適切な措置を講じてください。 

 

（６） 衛生管理等                 (条例第78 条、予防条例第32 条) 

・  利用者の使用する施設､食器その他の設備及び飲用に供する水について､衛生的な管理

に努め､かつ衛生上必要な措置を講じなければなりません。 

・  当該認知症対応型通所介護事業所において､感染症が発生し､及びまん延しないように

必要な措置を講ずるよう､努めなければなりません。 

 

【 ポイント】 

・  従業員に対し健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。 

・  食事の提供を行う場合には、食中毒対策が必要です。 

・  入浴介助を提供する場合には、レジオネラ症等の感染症対策が必要です。 

 

※ 衛生管理等について定期的な研修等を行うとともに、新規採用時には必ず感染症対策研

修を実施すること等が重要です。また、研修の実施内容については記録が必要です。 

・ 食中毒・感染症の発生防止のための措置については、必要に応じ保健所健康づくり課の
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助言、指導を求めてください。 

・ インフルエンザ、Ｏ-１５７、レジオネラ症の対策については、別途通知が出ています。 

・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」は、下記に掲載しています。 

（掲載場所） 

「介護情報サービスかながわ」 

－ライブラリー（書式/通知） 

－１１. 安全衛生管理・事故関連 

－感染症関係 

－高齢者介護施設における感染対策マニュアル 

 

【指導事例】 

・  使用済みおむつが浴室の脱衣場に置かれていた。 

・  くしを消毒せずに共用していた。 

 

（７） 掲示              (条例第81 条(第35 条準用)、予防条例第33 条) 

利用者が見やすい場所に、以下の掲示を行ってください。 

・ 運営規程の概要 

・ 従業者の勤務の体制 

・ 利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項（苦情処理の概要等） 

  

【ポイント】 

・  掲示の方法は、書類を壁に貼り付ける方法のほか、ファイルに入れ閲覧できるように

してもかまいません。 

 

（８） 秘密保持等           (条例第81 条(第36 条準用)、予防条例第34 条) 

・  従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはなりません。 

・  過去に従業者であったものが､正当な理由がなく､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、必要な措置を講じなければなりません。 

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

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得てお

かなければなりません。 

 

【ポイント】 

※「必要な措置」とは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

業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべき

とされています。 

・ 個人情報保護法の遵守について 
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「介護保険事業者の個人情報保護法に関するガイドライン」は下記に掲載 

（掲載場所） 

「介護情報サービスかながわ」 

－ライブラリー（書式/通知） 

－５. 国・県の通知 

－個人情報の取扱いについて 

 

（９） 広告              (条例第81 条(第37 条準用)、予防条例第35 条) 

認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇

大なものとなってはいけません。 

 

（10） 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 

(条例第81 条(第38 条準用)、予防条例第36 条) 

居宅介護支援事業者によるサービス事業者の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支

援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者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することは禁じられています。 

 

【ポイント】 

このような行為は、重大な基準違反です。 

 

 

（11） 苦情処理            (条例第81 条(第39 条準用)、予防条例第37 条) 

提供した認知症対応型通所介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に、迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ

なければなりません。 

＜事業所が苦情を受けた場合＞ 

利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速

かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録しなければなりません。 

 

＜市町村に苦情があった場合＞ 

市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若し

くは照会に応じ、利用者からの苦情に対して市町村が行う調査に協力しなければなりませ

ん。また、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従い、必要な改善

を行わなければなりません。さらに、市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に

従って行った改善の内容を市町村に報告しなければなりません。 

 

＜国保連に苦情があった場合＞ 

利用者からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受け



24 

 

た場合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。また、国保連か

ら求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国保連に報告しなけれ

ばなりません。 

 

【ポイント】 

＜利用者からの苦情に対応するための措置＞ 

「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、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、これを利用者又はその家族にサービスの内容を説明する文書（重要事項説

明書等）に記載する等の方法により周知することです。 

（関連） ７ページ「（１）内容及び手続の説明及び同意」・22ページ「（７）掲示」参照。 

 

＜苦情に対するその後の措置＞ 

事業所は、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わなければなりません。 

また、苦情を申し出た利用者等に対して、それを理由に不当な対応を行ってはいけませ

ん。 

 

（12） 地域との連携                (条例第79 条、予防条例第40 条) 

・  事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

などの地域との交流を図らなければいけません。 

・  提供した認知症対応型通所介護サービスに対する利用者又はその家族からの苦情に関

しては、市町村が派遣する介護相談員等による相談や援助に協力するよう努めなければな

りません。 

（13） 事故発生                （条例第79 条の２、予防条例第38 条) 

＜実際に事故が起きた場合＞ 

・  市町村、家族、居宅介護支援事業者へ連絡を行う等、必要な措置を講じる必要があり

ます。 

・  事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する必要があります。 

・  認知症対応型通所介護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

かに行う必要があります。 

 

【ポイント】 

・  事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に

周知してください。 

・  少なくとも事業所が所在する市町村においては、どのような事故が起きた場合に報告

するか確認しておいてください。 

・  事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把
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握しておいてください。 

・  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報

告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備してください。 

 

（具体的に想定されること） 

１  介護事故等について報告するための様式を整備する。 

２  介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等

を記録するとともに、アの様式に従い介護事故等について報告すること。 

３  事業所において、報告された事例を集計し、分析すること。 

４  事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発

生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

５ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

６  防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

（事故になるのを未然に防ぐ） 

・  事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じる必要があります。 

・  事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及

び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集

し、未然防止対策を講じる必要があります。 

 

事故の報告は、市町村に行うことになっています。事業所所在地の市町村、利用者の

保険者である市町村に事故報告の範囲・方法について確認してください。 

  詳細は、下記に掲載しています。 

（要領・様式の掲載場所）  

「横須賀市ホームページ（http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/index.html）」    

  → 健康・福祉・教育 → 年金・保険 → 介護保険  

→ 介護保険事業者における事故発生時の報告について 

    → 取扱い要領・事故報告書（横須賀市提出用） 

    （http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3050/ｇ_info/20121101.html） 

 

（14） 会計の区分           (条例第81 条(第42条準用)、予防条例第39 条) 

事業所ごとに経理を区分するとともに、認知症対応型通所介護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りません。 

 

３ 具体的な会計処理等の方法について 

→「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3 月28 日老振発第

18 号）」参照。 
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(15)記録の整備             (条例第81 条(第43 条準用)、予防条例第41条) 

・ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。 

次に掲げる①から⑤の利用者に対する通所介護サービスの提供に関する記録を整備し、利用 

者へのサービスが終了した日から５年間保存しなければなりません。 

①  認知症対応型通所介護計画 

②  提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③  市町村への通知（20ページ「（４）利用者に関する市町村への通知」参照） 

④  提供した認知症対応型通所介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情の内

容等の記録 

⑤  提供した認知症対応型通所介護サービスに関する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 

 

【ポイント】 

提供した個々のサービスの内容等の記録として、以下の書類を整備してください。 

 

１  重要事項説明書 

２  契約書 

３  認知症対応型通所介護計画や、加算に係る各種計画書 

４  アセスメントの記録 

５  居宅サービス計画 

６  業務日誌（サービス提供日､サービス提供開始時刻､サービス提供終了時刻､利用者

名､サービス提供者名(職種毎に記載)､サービス提供の状況(送迎､入浴､食事摂取､バイタ

ル､レクリエーションの内容､その他) 

７  個人記録(サービス提供日､個人の様子､目標等の達成状況､その他) 

８  送迎記録 

９  請求書・領収書の控え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


