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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1日横福指第18号) 

指定地域密着型サ介護予防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1日横福指第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
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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（共通事項編） 
 
１ 人員基準について  

（条例第８３条・８４条・８５条、予防条例第条４５条・４６条・４７条） 

人員基準のポイントについて 

○ 人員基準とは、あくまでも最低限度配置することが義務づけられた基準値です。登録

者に対して適切なサービス提供ができるよう、適正な人員配置、勤務体制を定めてくだ

さい。 

○ 通いサービスに従事する従業者、訪問サービスの提供にあたる従業者、夜間及び深夜

の勤務にあたる者、宿泊サービスの提供にあたる者を配置していない場合等、人員基準

上必要な人員を配置していない場合は、減算となる場合があります。 

○ 減算要件に該当しなくとも、１日でも人員欠如があれば人員基準違反となり、指導の

対象となります。「減算にならなければ人員欠如があってもよい」とは考えず、人員基

準を遵守してください。 

○ 急な職員の退職等により、人員基準欠如となった場合や、人員基準欠如になる見込み

となった場合には、必ず市に報告し相談を行ってください。 

２ 用語の定義、人員管理における留意点 

（１）常勤換算方法（条例第２条第６項） 

 ○ 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職員が勤務すべき時

間数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

方法を言います。 

（２）勤務延時間数とは（解釈通知第２の２の（２）） 

○ 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

ている時間の合計が勤務延時間数です。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が上限

となります。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ６ Ｑ５） 

（３）常勤の取扱いについて （解釈通知第２の２の（３）） 

○ 当該事業所における勤務時間数が、当該施設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。）に達しているものをいいます。 

ただし、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）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられて

いる者については、入所者の処遇に支障がない体制が施設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が可能です。 

また、当該事業所に併設される事業所の職務で、当該施設の職務と同時並行的に行わ
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れることが差し支えない場合には、それぞれに係る勤務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、常勤の要件を満たすこととなります。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ１ Ｑ１，Ｑ２，Ｑ３） 

（５）人員管理における留意点 

 ○ 必要な人員が確保されているか、勤務形態一覧表などを作成して確認してください。 

○  勤務実績の管理に当たっては、暦月（毎月１日から末日）で行ってください。 

 ○ 資格が必要な職種については、資格証を確認し、業務に支障がないことを確認してく

ださい。 

 ○ 雇用契約書及び資格証の写しを事業所ごとに保管し整備してください。   

（６）出勤状況の管理について 

○ 人員配置が適正に行われていたかについて、事業所自ら確認を行う観点から、出勤簿

の他に「タイムカード等」により実際に勤務していた時間を記録してください。 
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２  人員基準（個別サービス編） 
 

１ 従業者の員数について （条例第８３条、予防条例第４５条） 

（１）通いサービスについて 

① 夜間及び深夜の時間帯を除く時間帯に常勤換算方法で、通いサービスの提供にあたる

従業者を利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上配置することが必要です。 

② 利用者の数の算定にあたっては、１日ごとの同時に通いサービスを受けた者の数（短

期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の最大値を合計したものを前年度（４月１日

から３月31日まで）の日数で割って得た数（小数点第２位以下切り捨て）となります。

毎年度、利用者の数の算定を行い、当該年度の人員配置が適切に行えているか確認を行

ってください。 

 ※毎日、通いサービス利用者の最大値を記録してください。 

③ ②で算出した利用者の数に対して３対１以上の配置ができない場合には、減算となり

ます。急な職員の退職等により、人員基準欠如となった場合や、人員基準欠如になる見

込みとなった場合には、必ず市に報告し相談を行ってください。 

④ 日々の人員配置については、通いサービスの利用者数に対して３対１以上の人員配置

を行ってください。（この場合、前年度の利用者が当該年度の利用者も多かった場合

は、単に当該年度の利用者に対する３対１の配置では、人員基準を下回ることとなりま

すので注意が必要です。） 

⑤ 通いサービスの人員配置は、その日ごとの状況に応じて判断する必要がありますが、

単に利用者がいないことを理由に職員配置をしないということではなく、利用者に何ら

かの形で関われるような人員配置を行ってください。 

⑥ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に指定認知症対応型共同生活介護事業所が併

設されている場合には、当該事業所の介護職員は、指定認知症対応型共同生活介護事業

所の職務に従事することができます。（当該事業所の人員基準を満たす場合に限る。） 

（２）宿泊サービス及び訪問サービス 

①宿直職員について 

宿直職員は、主として登録者から連絡を受けて訪問サービスに対応するために配置さ

れるものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度

の対応ができるなど、随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されているのであれ

ば、必ずしも事業所内で宿直する必要はありません。 

②夜間の配置について 

  夜勤１名、宿直１名、に宿泊サービスを提供及び訪問サービスに当たる従業者を確保

することが必要です。 

ただし、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するため

に必要な連絡体制を整備しているときは、宿直及び夜勤を行う従業者を置かないことが

できます。 
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２ 従業者の配置について（条例第８３条・８４条・８５条、予防条例第４５条・

４６条・４７条） 

（１）看護師又は准看護師 

小規模多機能型居宅介護事業所の従業者のうち、１以上の者は看護師又は准看護師でな

ければなりません。 

看護師又は准看護師は、常勤を要件としておらず、また毎日配置しなければならないも

のでもありません。 

当該事業所の同一敷地内に、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定居宅サービス

事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定認知症対応型通所介護事業

所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設（以下「グループホーム等」という。）に

ある場合には、看護師又は准看護師は、グループホーム等の職務に従事することが可能で

す。 

（２）介護支援専門員 

① 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了している介護支援専門員である

ことが必要です。 

 ② 利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務が可能です。 

③ 非常勤の人員配置も可能です。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ３ Ｑ５） 

（３）管理者 

① 原則として常勤専従であることが必要ですが、当該事業所の管理業務に支障がない場

合は、他の職務を兼ねることができます。 

兼務可能な職務 

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者として

の職務に従事する場合 

ロ 事業所に併設する条例第83条第６項各号に掲げる施設等の職務に従事する場合 

ハ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の職務に従事する場合 

② 管理者要件 

管理者の基準 

イ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護、指定複合型サービス

事業所等の職員又は訪問介護員等として、３年以上認知症高齢者の介護に従事した

経験を有する者であること。 

ロ 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ３ Ｑ７，Ｑ８，Ｑ９） 
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（４）代表者 

① 代表者要件 

イ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知

症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護

に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携

わった経験を有する者であること。 

ロ 認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること。 

ハ 基本的には、運営している法人の代表者であることが想定されますが、法人の規

模によって、地域密着型サービス部門の責任者を充てることが可能。 

（５）研修未受講者の配置について 

介護支援専門員、管理者、代表者としての資質を確保する観点から、本市が定める条例

において各種研修の修了者を配置することが人員基準上の要件として必要とされていま

す。 

従って、研修未修了者を配置した場合は、原則として減算対象（所定単位数の100分の

70）となります。 

しかしながら、職員の急な離職等、事前に研修を修了することが困難な場合も想定され

ることから、このような場合には、必ず事前に指導監査課へ相談してください。 

相談の際には、以下の内容についてお聞きしますので、ご準備をお願いします。 

① 研修修了までの間、利用者の安全配慮に対する具体的な取り組む内容について説明を

してください。 

② 直近の研修会に必ず参加し、研修を修了することを確約してください。 

※指導監査課に事前に相談せずに、研修未修了者を配置した場合には、監査の対象とし、

不利益処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ２ Ｑ４） 

３ サテライト型事業所の人員配置について（サテライト型適用のみ） 

 （条例第８３条第７項、予防条例第条４５条第７項） 

（１）サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の実施要件 

ア 指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の

経験を有する者であること。 

イ 本体事業所を有すること（次のいずれかに該当することが必要です。） 

a 事業開始以降１年以上の実績を有すること 

b 本体事業所の登録者数が、当該本体事業所の運営規程において定めた登録定員の100

分の70を超えたことがあること 

ウ 本体事業所との連携 

a 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね

20分以内の近距離であること 

b 一の本体事業所に係るサテライト型事業所の数は２箇所まで 

エ 本体事業所とサテライト事業所の日常生活圏域 
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a 本体事業所とサテライト型事業所の日常生活圏域は、同一であることが望ましいこ

と 

ｂ 隣接する市町村における指定小規模多機能型居宅介護事業所等を本体事業所とする

ことができます。 

（２）訪問サービス  

 訪問サービスの提供に当たる職員の配置が「１以上」に緩和 

本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは、１以上とすることができます。 

※常勤換算方法で１以上の配置が緩和されることになります。 

（３）宿直勤務 

宿直勤務にあたる従業者の配置の緩和 

本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者により、サテライト型

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときに限りま

す。 

【留意事項】 

本体事業所においてサテライト事業所の登録者を宿泊させる際は、当該本体事業所との

行事等の共同実施や、本体事業所の従業者とのなじみの関係の構築を行うよう努めてくだ

さい。 

本体事業所の登録者がサテライト型事業所の宿泊サービスを受けることは認められてい

ませんので、ご注意ください。 

（４）看護師又は准看護師 

看護師又は准看護師の配置の緩和 

本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇（健康管理等）が適切に行われると

認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができます。 

（５）介護支援専門員 

研修修了者の配置（介護支援専門員の配置緩和） 

本体事業所の介護支援専門員によりサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われている場合に限ります。 

（６）管理者 

本体事業所の管理者の配置 

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、本体事業所の管理者の配置

をもって人員配置を満たします。 
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３  設備基準について 
 

１ 登録定員及び利用定員について 【条例第86条】 

（１）登録定員 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員の上限は、２９人以下です。  

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を一体的に運営している場合 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者と指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の数を合計した数になります。 

○ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の上限は、１８人以下です。 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ１４ Ｑ１４，Ｑ１５） 

（２）利用定員 

イ 通いサービス 

○ 登録定員の２分の１から15人まで 

○ 登録定員が２５人以上２９人以下の場合の通いサービスの利用定員は、以下のとお

りです。（平成２７年７月１日一部条例改正） 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

○ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの定員は１２人まで 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ１２ Ｑ７） 

 

 ロ 宿泊サービス 

○ 通いサービスの利用定員の３分の１から９人までです。 

○ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの定員は６人まで 

 

２ 設備及び備品 【条例第87条】 

（１）小規模多機能型居宅介護事業所が備えるべき設備及び備品 

小規模多機能型居宅介護事業所は、以下の設備及び備品等を備えておかなければなりま

せん。 

また、利用者に対するサービス提供に支障がない場合を除き、専ら当該小規模多機能型

居宅介護の事業の用に供するものでなければなりません。 

設備 設備の基準 

居間 機能を十分に発揮できる適当な広さを確保していること 

通い定員が15人以上の場合１人あたり３㎡以上確保すること 食堂 

台所  

（次ページにつづく） 
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宿泊室 一の宿泊室の定員は、一人とすること 

床面積は、7.43㎡以上であること 

他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等は、宿泊室の面

積に含めることができます。 

プライバシーが確保されていること。 

※プライバシーの確保とは、 

・パーテーションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が

確保されていること。（カーテンは不可です！） 

浴室  

消火設備 消防法その他の法令等に規定された設備を設置すること 

その他非常災害に

際して必要な設備 

 

 

その他必要な設備

及び備品 

 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ１１ Ｑ３からＱ６） 

 

【留意事項】 

○ 認知症対応型共同生活介護（以下「グループホーム」という。）の居間を小規模多機

能型居宅介護の居間として共用することはできません。 

※ただし、事業所が小規模である場合（小規模多機能の通いサービスの定員とグループホ

ームの定員の合計が15名以下の場合）であって、小規模多機能及びグループホームの設

備として支障がないと認められる場合にのみ共用が可能です。 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という）との設備の共用につい

て 

小規模多機能の設備 総合事業の設備 共用の可否（○×） 

居間及び食堂 交流スペース × 

浴室、トイレ 浴室、トイレ ○ 

○ 指定通所介護等との設備の共用について 

小規模多機能の設備 総合事業の設備 共用の可否（○×） 

居間及び食堂 機能訓練室、食堂 × 

浴室、トイレ 浴室、トイレ ○ 

※指定通所介護等の浴室を活用する場合、当該指定通所介護事業所等の利用者が利用して

いる時間帯に指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が利用できない取扱いとする

など画一的な取扱いは行ってはいけません。 

（２）小規模多機能型居宅介護事業所の立地について 

○ 利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図ることが重要であること

から、住宅地又は住宅地と同程度の地域にあるようにしなければなりません。 
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○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所と他の施設・事業所との併設については、適切な

サービス提供がされることを前提に認められるものであることとなっています。 

（３）介護予防小規模多機能型居宅介護が同一の事業所において一体的に運営する場合 

○ 指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、予防条例に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、条例の基準を満たします。 
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４  運営基準 
 
１ 内容及び手続の説明及び同意（条例第109条（第10条）、予防条例第66条（第12

条）） 

○ サービス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、運営規程の

概要等の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供について同意を得な

ければなりません。  

 

 ※ 「同意」は、利用者及び事業者の双方保護の立場から、書面によって確認することが望まし

いものとされていますので、署名欄には、次のように記載してください。 

 

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 

  

 【ポイント】 

 ○ 重要事項を記した文書に記載していなければならないことは、 

① 運営規程の概要(法人及び事業所概要、サービス内容、利用料、利用上の留意事項等) 

② 従業者の職種、員数及び職務内容 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制(苦情処理の流れや事業所担当、市・国保連などの相談・苦情窓口等） 

⑤ その他運営に関する重要事項 

ア 事業の運営についての重要事項に関する規程の概要 

イ 協力医療機関の概要 

ウ身体的拘束等を行う際の手続き 

エ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

※ 重要事項を記した文書は、入居申込者が事業所を選択する上で必要不可欠なものです。常に

最新の情報を記載するようにしてください。 

※ 重要事項を記した文書を説明した際には、説明年月日や説明者を記入してください。 

※ 実際にサービスの提供を開始するにあたっては、利用申込者及びサービス事業者双方の保護

の立場から、別途契約書等によって契約内容を確認してください。 
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２ サービス提供拒否の禁止（条例第109条（第11条）、予防条例第66条（第13

条）） 

○ 正当な理由なくサービスの提供を拒んではなりません。特に、要介護度や所得の多寡を理由に

サービスの提供を拒否することは禁止されています。 

 ※ 提供を拒むことができる正当な理由とは、 

 ・ すでに登録定員に達している 

 ・ 利用申込者の居住地が市外である など 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ８ Ｑ１１，Ｑ１２） 

３ 受給資格等の確認（条例第109条（第13条）、予防条例第66条（第15条）） 

○ サービス提供の開始に際し、その者の介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要介護認

定・要支援認定の有無及び要介護・要支援認定の有効期間を確認しなければなりません。 

○ 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、これに配慮してサービスを提供す

るよう努めなければなりません。 

 

４ 要介護・要支援認定の申請に係る援助（条例第109条（第14条）、予防条例第66条

（第16条）） 

○ 利用申込があった場合には、要介護・要支援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、速やかに当該申請が行われる

よう必要な援助を行わなければなりません。 

○ 要介護・要支援認定の更新の申請が遅くとも要介護・要支援認定の有効期間満了日の３０日前

には行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

５ サービス提供の記録（条例第109条（第21条）、予防条例第77条（第22条）） 

○ 小規模多機能型居宅介護等を提供した際には、以下の内容の記録をしてください。 

 ・サービス提供日（サービス開始時間及び終了時間） 

 ・サービス提供の内容 

 ・利用者の心身の状況 

 ・その他必要な事項 

○ 利用者からサービス提供内容について求めがあった際には、その情報を利用者に対して情報提

供することが必要です。 

 ・利用者が用意する手帳等に記載するよう努めてください。 

６ 保険給付のための証明書の交付（条例第109条（第23条）、予防条例第66条（第

24条）） 

○ 法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、

費用の額その他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。 

○法定代理受領サービスでない指定小規模多機能型居宅介護に係る利用料の支払を受けた場合は、

提供したサービスの内容、費用の額その他利用者が保険給付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りません。 
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７ 掲示（条例第109条（第35条）、予防条例第66条（第33条）） 

○ 事業所の見やすい場所に掲示する内容は、以下の内容です。 

①運営規程の概要 

②介護従業者の勤務の体制 

③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 

８ 秘密保持等（条例第109条（第36条）、予防条例第66条（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者が、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く必要がありま

す。 

９ 広告（条例第109条（第37条）、予防条例第66条（第35条）） 

○ 事業所について広告をする場合は、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・介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止（条例第

109条（第38条）、予防条例第66条（第35条）） 

○ 被保険者に当該事業所を紹介することの対償として、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業

者）又はその従業者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはなりません。 

○ 当該事業所からの退居者を紹介することの対償として、居宅介護支援事業者（介護予防支援事

業者）又はその従業者から、金品その他の財産上の利益を収受してはなりません。 

１１ 苦情処理（条例第109条（第39条）、予防条例第66条（第37条）） 

○ 提供した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てください。 

※「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じる措置の概要について明らかに

し、これを文書(重要事項説明書等)に記載し、利用者又はその家族にサービスの内容を説明す

るとともに、事業所に掲示すること等です。 

○ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなりません。 

○ 市が実施する実地指導や、国保連から苦情に係る調査・報告等を求められた場合は、協力する

とともに、指導や助言を受けた場合には、適切に対応しなければなりません。 

１２ 事故発生時の対応（条例第109条（第41条）、予防条例第66条（第38条）） 

○ サービスの提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければなりません。 

○ 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りません。 

○ 事故が生じた際には、その原因を分析し、再発を防ぐための対策を講じてください。 

○ 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りません。 

○ 事故報告書は、速やかに市（介護保険課給付係）に提出してください。 
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１３ 会計の区分（条例第109条（第42条）、予防条例第66条（第39条） 

○ 事業所ごとに経理を区分するとともに、小規模多機能型居宅介護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。 

１４ 勤務体制の確保（条例第109条（第75条）、予防条例第66条（第29条）） 

○ 利用者に対して、適切な小規模多機能型居宅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小規模多機能型居宅介護サ－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。 

・ 毎月勤務形態一覧表等（予定表及び実績表）を作成し、人員基準を満たしていること

を管理者が確認を行ってください。 
 

１５ 衛生管理等（条例第109条（第78条）、予防条例第66条（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。 

○ 当該小規模多機能型居宅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 
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１６ 心身の状況等の把握（条例第88条、予防条例第50条） 

○ ※１介護支援専門員は、※２サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなり

ません。 

※1介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、本体事業所の介護支援専門員が行うこととなります。 

※２サービス担当者会議は、介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議を言います。 

１７ 居宅サービス事業者等との連携（条例第89条、予防条例第51条） 

○ 指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業者は、サービス提供に当たり、以下の点に留意

することが必要です。 

①居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及びその他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者と密接な連携に努めなければなりません。 

②利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師と密接な連携に努めなければなりません。 

③ 指定小規模多機能型居宅介護の提供の修了に際しては、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、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療

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。 

１８ 身分を証する書類の携行（条例第90条、予防条例第52条） 

○ 従業者のうち、訪問サービスの提供にあたる者については、身分を証する書類を携行させなけ

ればなりません。 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、初回訪問時及び利用者又はその家族から身分証の掲示

を求められたときは、これを掲示するよう従業者に対して指導しなければなりません。 

○ 身分証には、以下の内容を記載してください。 

 ・小規模多機能型居宅介護事業所の名称 

 ・訪問サービスの提供に当たる者の氏名 

 ・訪問サービスの提供に当たる者の写真の貼付 

 ・職能 

１９ 利用料等の受領（条例第91条、予防条例第53条） 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型

居宅介護を提供した際には、※利用者の自己負担分について支払いを受けなければなりません。 

※「利用者の自己負担分」地域密着型介護サービス費用基準額から小規模多機能型居宅介護事業者

に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額となります。 

○ 法定代理受領サービスに該当しない小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支

払いを受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費の額との間に不合理な差額が生じないよ

うにしてください。 

○ 利用者から受領することができる費用は、以下の内容です。 

①利用者の選定により通常の事業の実施地域外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要す

る費用 
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②利用者の選択により通常の実施地域外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、

それに要した交通費の額 

③食事の提供に要する費用 

④宿泊に要する費用 

⑤おむつ代 

⑥小規模多機能型居宅介護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 

※③及び④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。）により取り扱うものとし、⑥の費用の具体的な

範囲は、「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３月30日

老企54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）によるものとする。 

※①から⑥までの料金の変更にあたっては、事前に市に相談していただき、利用料金、運営規程

等の変更届けの提出をしてください。 

２０ 指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針（条例第92条） 

○ 小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行わなければなりません。 

○小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を

行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければなりません。 

２１ 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（条例第93条） 

【基本方針】 

○ 利用者が住み慣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

への参加を図ってください。 

○ 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、通いサービス、訪問サービ

ス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて適切に行ってください。 

○ 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家庭的な環境の下で日常生

活が送ることができるよう配慮してください。 

【留意事項】 

（宿泊サービスの上限） 

・宿泊サービスの上限はありません。従って毎日宿泊する形態もあり得ますが、この場合、

運営推進会議に対し報告し、評価を受けることが前提となります。 

（宿泊サービスの調整） 

・ほぼ毎日宿泊する利用者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況にならない

よう適切にサービスの利用を徴性することが必要です。 

【サービス提供方針】 

○ 小規模多機能型居宅介護計画に基づき、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ってください。 

○ サービス提供にあたっては、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

ービスの提供等について理解しやすいように説明を行ってください。 
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 ※サービスの提供等とは、以下の内容を言います。 

・「小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容」 

 ・「行事」 

 ・「日課等」 

○ サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をおこなってはなりません。 

○ やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、以下の項目の記録を必ずとってください。 

①利用者の態様（様子）及びその時間（身体拘束の方法と拘束の時間帯及び時間） 

②その際の利用者の心身の状況（身体的拘束を行っている際中の状況） 

③緊急やむを得なかった理由 

○ 記録は完結の日から５年間保存しなければなりません。 

【運営にあたっての留意事項】 

○ 通いサービスの利用者が登録定員に比べて※著しく少ない状態が続くものであってはなりませ

ん。 

○ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電

話連絡による見守り等を行い、登録者の居宅における生活を支えるために※適切なサービスを提

供しなければなりません。 

【留意事項】 

（著しく少ない状態とは） 

・通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態とは、登録定員の概ね３分の

１以下が目安です。 

・登録定員が２５人の場合は、通いサービスの利用者が８人以下であれば著しく少ない状態

となります。 

（適切なサービスとは） 

・１の利用者に対して通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを併せて概ね週４回以上

行うことが目安です。 

・サービス提供を行わない日であっても電話による見守り等により利用者に何らかの形で関

わるように努めてください。 

・訪問サービスは、身体介護に限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声

かけを行った場合でも訪問サービスの回数に含めることができます。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ９ Ｑ１４，Ｑ１５，Ｑ１６，Ｑ１７） 
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２２ 居宅サービス計画の作成（条例第９４条） 

○ 管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させなけ

ればなりません。 

○ 居宅サービス計画の作成にあたっては、指定居宅介護支援基準条例第16条各号に掲げる具体的

取組方針に沿って行わなければなりません。 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ６ Ｑ７，Ｐ７ Ｑ８） 

【留意事項】 

小規模多機能型居宅介護の利用開始 

・指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始した際には、介護支援専門員は、指定小規模多機

能型居宅介護事業所の介護支援専門員が担当することとなります。 

・居宅サービス計画は、完結の日から５年間保存しなければなりません。 

・サテライト事業所に研修修了者を配置する場合の居宅サービス計画の作成については、本体

事業所の介護支援専門員が行う必要があります。 

○ 指定居宅介護支援基準条例第16号に掲げる具体的取組方針 

①介護支援専門員によ

る居宅サービス計画の

作成 

○ 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する

業務を担当させること。 

②サービス提供方法等

の説明 

○ 指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、懇切丁寧に

行うこと。 

③継続的かつ計画的な

サービスの利用 

○ 介護支援専門員は、利用者の自立した日常生活の支援を効果的

に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ

計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるように、居宅サー

ビス計画を作成すること。 

④総合的な居宅サービ

ス計画 

○ 介護支援専門員は、利用者の日常生活全般を支援する観点か

ら、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サ

ービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の

利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めること。 

⑤利用者自身によるサ

ービスの選択 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たって

は、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域におけ

る指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等

の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供すること。 

⑥課題分析（アセスメ

ント）の実施 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な

方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている

指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用

者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 

（次ページにつづく） 
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⑦課題分析における留

意点（利用者宅の訪

問、面接等） 

○ 介護支援専門員は、上記６の解決すべき課題の把握(以下「アセスメ

ント」という。)に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及び

その家族に面接して行うこと。 

○ この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及び

その家族に対して十分に説明し、理解を得ること 

⑧居宅サービス計画原

案の作成 

○ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメ

ントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指

定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントによ

り把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの

組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、

総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサー

ビスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並

びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス

計画の原案を作成すること。   

   目標の設定に当たっては、目標達成時期に居宅サービス計画及び

各指定居宅サービス等の評価を行い得るようにすることが重要です。 

   提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しよう

とする目標を指すものであり、サービス提供事業者側の個別のサービス行

為を意味するものではありません。 

（次ページにつづく） 
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⑨サービス担当者会議

等による専門的見地か

らの意見聴取 

○ 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サ

ービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の

担当者(以下「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)

を開催し、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めること（ただし、やむを得ない理由

（※）がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求め

ることができる。） 

利用者及びその家族の参加を基本としますが、参加が望ましくない

場合（家庭内暴力等）には、必ずしも参加を求めるものではないことに

留意すること。 

 

※やむを得ない理由とは 

・サービス担当者会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当

者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場

合 

・居宅サービス計画の「軽微な変更」に該当する場合  等が想定さ

れます。 

   軽微な変更とは、利用者の状態像に変化がなく、利用者の希望によりサ

ービス提供日時の変更等を行う場合で、介護支援専門員が「③継続的か

つ計画的なサービスの利用」～「⑫担当者に対する個別サービス計画の

提出依頼」に掲げる一連の業務を行う必要がないと判断したものをいいま

す。軽微な変更に該当するか判断に迷う場合については、個別の事例を

もって保険者に確認してください。 

要介護認定の認定結果が判明していない場合等におけるサービス担当

者会議の開催時期についても、個別の事例をもって保険者に確認してくだ

さい。 

⑩計画原案に係る説明

及び同意 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上

で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。 

   居宅サービス計画原案とは、居宅サービス計画書第１表から第３表まで、

第６表及び第７表に相当するすべてを指します。 

⑪居宅サービス計画の

交付 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サ

ービス計画を利用者及び担当者に交付すること（交付した日がわかるよう

記録が必要です。）。 

（次ページにつづく） 
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⑫担当者に対する個別

サービス計画の提出依

頼 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス

事業者等に対して、各サービス担当者が自ら提供する居宅サービス等の

個別サービス計画（訪問介護計画、通所介護計画 等）の提出を求めるこ

と。 

⑬居宅サービス計画の

実施状況の把握及び評

価等 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の

実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等と

の連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

⑭モニタリングの実施 ○ 介護支援専門員は、上記⑬の実施状況の把握(以下「モニタリング」

という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業

者等との連絡を継続的に行うこととし、利用者が入院中であることなど

物理的理由がある場合を除き（※）、次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

  イ 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する

こと。 

  ロ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

（※）利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することが

できない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は

含まれません。さらに、特段の事情がある場合については、その具体的な内

容を記録しておくことが必要である。 

⑮計画に係るサービス

担当者会議等による専

門的見地からの意見聴

取 

○ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会

議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者

から、専門的な見地からの意見を求めること 。 

   ただし、やむを得ない理由（※⑨参照）がある場合については、担当

者に対する照会等により意見を求めることができる。 

  イ 要介護更新認定のとき 

  ロ 要介護状態区分の変更認定のとき 

○ 上記以外の居宅サービス計画の変更の場合は、サービス担当者会

議の開催、担当者に対する照会等により居宅サービス計画の変更の

必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めること 

⑯計画の変更について

の準用 

（上記③から⑫までは、居宅サービス計画の変更について準用する） 

※利用者希望による軽微な変更（サービス提供日時等の変更）については③

から⑫までの対応は不要です。→「軽微な変更」⑨ 

（次ページにつづく） 
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⑰介護保険施設への紹

介その他の便宜の提供 

○ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合

的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において

日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施

設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他

の便宜の提供を行うこと。 

（介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異なることに鑑み、主治医の意見を

参考にする、主治医に意見を求める等をして介護保険施設への紹介その他

の便宜の提供を行う。） 

⑱介護保険施設との連

携 

○ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介

護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよ

う、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うこと。 

⑲医療サービスに係る

主治の医師等からの意

見 

○ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リ

ハビリテーション、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)及び複

合型サービス(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)の医療サービスの

利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治

の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めること。 

⑳主治の医師等の意見等 ○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)及

び看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを利用する場合に限

る。)の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る

主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外

の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス

等に係る主治の医師の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当

該留意点を尊重してこれを行うこと。 

 （次ページにつづく） 
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㉑短期入所生活介護及

び短期入所療養介護の

居宅サービス計画への

位置づけ 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入

所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立し

た日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を

勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期

入所療養介護を利用する日数が「要介護認定の有効期間のおおむね半

数を超えない」ようにしなければならない」。 

 

 「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安について

は、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況や

その置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のため

の必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効

期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものでは

ない。従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、こ

の目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合に

おいては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に

位置付けることも可能である。 

  利用者が連続して３０日を超えて短期入所生活介護及び短期入所療養介

護を利用する場合、３０日を超える日以降については、短期入所生活介護費

及び短期入所療養介護費は算定されません。〔厚告１９〕 

㉒福祉用具貸与を位置

付ける場合の留意事項 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場

合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必

要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催

し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続し

て福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を再び居宅サービス

計画に記載すること。 

㉓特定福祉用具販売を

位置付ける場合の留意

事項 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付け

る場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具

販売が必要な理由を記載すること。 

㉔認定審査会意見等の

居宅サービス計画への

反映 

○ 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見

又は指定に係る居宅サービス等の種類についての記載がある場合には、利

用者にその趣旨(居宅サービス等の種類については、その変更の申請ができ

ることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス

計画を作成すること。 

㉕指定介護予防支援事

業者との連携 

○ 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受

けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を

提供する等の連携を図ること。 

（次ページにつづく） 
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㉖指定介護予防支援業

務の委託を受けるにあ

たって 

○ 居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者から指定介護予防

支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指

定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施でき

るよう配慮しなければならない。 

㉗地域ケア会議への協

力 

○ 居宅介護支援事業者は、地域ケア会議から検討を行うための資料の提

供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力す

るよう努めること。 
 

２３ 法定代理受領サービスに係る報告（条例第９５条、予防条例第５５条） 

○ 小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市又は国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービ

ス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置

づけたものに関する情報を記載した文書を提出しなければなりません。 

【留意事項】 

市又は国保連に対して、給付管理票を毎月提出することを義務づけたものです。 
 

２４ 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付（条例第９６条、予防条例第

５６条） 

○ 登録者が他の小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合やその他登録者からの申出

があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類

を交付しなければなりません。 

２５ 小規模多機能型居宅介護計画の作成（条例第９７条） 

（１）小規模多機能型居宅介護計画の作成に従事する者 

①小規模多機能型居宅介護計画の作成は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専

門員が担当しなければなりません。 

②サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所においては、当該事業所の研修（小規模

多機能型サービス等計画作成担当者研修）修了者が計画の作成にあたらなければなりませ

ん。 

（２）小規模多機能型居宅介護計画の作成基本方針 

①地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の※多様な活動が確

保されるよう努めなければなりません。 

※多様な活動とは、「レクリエーション」、「行事」、「園芸」、「農作業などの利用者の

趣味又は嗜好に応じた活動」をいいます。 

②利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、他の従業者と協議の

上、下に記した内容を踏まえた計画を作成しなければなりません。 

ア 援助の目標 

イ 目標を達成するための具体的なサービスの内容 

③利用者の日々の態様、希望等を勘案し、随時適切に通い・訪問・宿泊サービスを組み合わ

せた介護を行わなくてはなりません。 
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（３）小規模多機能型居宅介護計画に対する説明・同意・交付 

①小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、その内容について、利用者及びその家族

等に説明し、同意を得た上で、交付しなければなりません。 

（４）小規模多機能型居宅介護計画の変更 

①常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必

要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行わなければなりません。 

②計画の変更にあたっては、（１）から（３）までの手順を踏まなければなりません。  

【小規模多機能型居宅介護計画作成にあたっての留意事項】 

・計画の作成に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することが内容留意して下さ

い。 

  

【短期利用居宅介護費を算定する場合の留意事項】 

・居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から小規模多機能型介護計画の

提供の求めがあった際には、当該指定小規模多機能型居宅介護計画を提供するよう努めなけ

ればなりません。 
 

２６ 介護等（条例第９８条、予防条例第６９条） 

○ 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行わなければなりません。 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の

居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護事業者以外の者による介護を受け

させてはなりません。 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用

者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めなければなりません。 

【介護等にあたっての留意事項】 

・介護サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を保

ち、意欲的に日々の生活を送ることができるよう介護サービスを提供し又は必要な援助を行

ってください。その際、利用者の人格に十分配慮しなければなりません。 
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２７ 社会生活上の便宜の提供等（条例第９９条、予防条例第７０条） 

○ 利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努

めなければなりません。 

○ 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、利用者又はその家族

が行うことが困難である場合には、利用者の同意を得て、変わって行わなければなりません。 

○ 常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう

努めなければなりません。 

 

【行政機関に対する手続き等に関する留意事項】 

・郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はその家族

が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければ

なりません。 

・金銭に関するものについては、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後は

その都度本人に確認を得てください。 

 

【利用者とその家族が交流できる機会の確保について】 

交流の確保にあたって想定される具体的な活動とは以下の事が考えられます。 

・小規模多機能型居宅介護事業所の会報の送付 

・事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等 
 

２８ 緊急時等の対応（条例第１００条、予防条例第５７条） 

○ 現に指定小規模多機能型居宅介護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、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければなりません。 

 

【協力医療機関に関する留意事項】 

・協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいとされています。 

・緊急時において円滑な協力を得るため、協力医療機関との間で予め必要な事項を取り決め

ておいてください。 
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２９ 運営規程（条例第１０１条、予防条例第５８条） 

○ 事業所ごとに事業の運営についての重要事項に関する規定を定めなければなりません。 

運営規程に定める内容については、以下のとおりです。 

（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） 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利

用定員 

（５） 指定小規模多機能型居宅介護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 

 

【運営規程に関する留意事項】 

①営業日及び営業時間は、以下のとおり記載してください。 

 ・営業日は３６５日 

・訪問サービスは２４時間 

・通いサービス及び宿泊サービスはそれぞれの営業時間 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ７ Ｑ９） 

 

②通常の事業の実施地域 

・通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されなければなりません。 

・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目安であること 

・地域を超えてサービス提供が行われることを妨げるものではありません。 

・少なくとも市が定める日常生活圏域は、実施地域に含めることが適当であること 
 

３０ 定員の遵守（条例第１０２条、予防条例第５９条） 

○指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超え

て指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはなりません。 

○ ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により※特に必要と

認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。 

○ 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。 

【※特に必要と認められる場合】 

・登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において通いサービスを提供したことによ

り、当該登録者が利用者時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供したこと
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により、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・登録者全員を集めて催を兼ねたサービスを提供するため、通いサービスの利用者数が定員

を超える場合 

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合 

【お願い】上記要件にあてはまることが確認できる記録を必ずとってください。 

注 やむを得ない事情が解消したにも関わらず、定員超過した場合にはやむを得ない事情が解消し

た翌月から減算の対象となりますのでご注意ください。 

３１ 非常災害対策（条例第１０３条、予防条例第６０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絡体制の整備を図

ってください。  

 

【非常災害に関する具体的計画】 

・消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計

画を言います。 

・消防計画の策定及び消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこと

とされている事業所の当該防火管理者が行うこととなります。 

・防火管理者を置かなくともよい事業所にあっては、防火管理について責任者を定め消防計

画に準ずる計画の樹立等の業務を行ってください。 

 

【関係機関への通報及び連絡体制の整備について】 

・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

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

るような体制づくりを図ってください。 

○ 定期的に従業者に非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制について周知を図ってくださ

い。 

○ 定期的に避難、救出等に係る必要な訓練を行わなければなりません。 

○ 訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなりません。 

 

３２ 協力医療機関等（条例第１０４条、予防条例第６１条） 

○ 主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなければなりません。 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければ

なりません。 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対

応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整え

なければなりません。 
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３３ 調査への協力等（条例第１０５条、予防条例第６２条） 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者

の心身の状況を踏まえ、適切なサービス提供が行えているかどうかについて確認をするために市

が行う調査に協力しなければなりません。 

○ 市から指導又は助言を受けた場合には、当該指導等に従い必要な改善を行わなければなりませ

ん。 

【市が行う調査への協力等について】 

・市は、定期的又は随時に事業者が提供するサービス等について調査を行うこととし、事業

者は、市の調査に協力しなければなりません。 

・市は、基準を満たさない点などを把握した場合には、相当の期限を定めて基準を遵守する

よう勧告を行うなど適切に対応します。 

・事業者は、市の求めに応じ、事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者及び介護支援専

門員等の資格や研修の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出しなければな

りません。また、当該情報について自ら一般に公表するよう努めなければなりません。 
 

３４ 地域との連携（条例第１０６条、予防条例第６３条） 

（１）運営推進会議の設置 

①指定小規模多機能型居宅介護事業者は、以下の者で構成される運営推進会議を設置しなけ

ればなりません。 

（ア） 利用者 

（イ） 利用者の家族 

（ウ） 地域住民の代表者 

（エ） 市の職員又は地域包括支援センター職員 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ４ Ｑ１，Ｐ５ Ｑ２） 

（２）運営推進会議の開催頻度 

概ね２ヶ月に１回以上開催してください。 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ５ Ｑ３） 

（３）運営推進会議において議題とする内容 

①通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告 

②小規模多機能型居宅介護事業に対する評価を受けること 

③運営推進会議において構成員等から必要な要望、助言等を聴くこと 

（４）運営推進会議の記録の公表 

・運営推進会議において報告した事項、会議において出された評価、要望、助言等について

記録の作成を行い、当該記録の公表を行わなければなりません。 

（５）地域との交流 

・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等地域との交流を図らなければ

なりません。 

（６）相談援助事業等への協力 



31 

 

・利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実

施する事業に協力するよう努めなければなりません。 

（７）同一建物以外に居住する利用者以外へのサービス提供について 

・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小規模多機能型居宅介護を

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指定小規模多機能型居

宅介護の提供を行うよう努めなければなりません。 

（８）自己評価及び外部評価（予防条例第６７条） 

・小規模多機能型居宅介護事業者は、１年に１回以上、各事業所が自ら提供するサービスに

ついて評価・点検（自己評価）を行い、運営推進会議において第三者の観点からサービス

の評価を行わなければなりません。具体的な実施方法については、下記通知を参照してく

ださい。 

【自己評価・外部評価についての留意事項】 

（ア）自己評価について 

ア 事業所の全ての従業者が提供するサービスについて振り返りを行ってください。 

イ その結果を事業所の従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向け

て必要となる取組みについて話合いを行ってください。 

ウ 事業所が提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所

全体の質の向上を目指します。 

（イ）外部評価について 

ア 運営推進会議において、事業所が行った自己評価結果に基づき、サービスの内容

や課題等について共有を図ってください。 

イ 利用者、市職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行い、新たな課

題や改善点を明らかにしてください。 

（ウ）外部評価を実施する運営推進会議の構成員について 

 以下のア及びイに掲げる者が参加することが必要です。 

ア 市職員又は地域包括支援センター職員 

イ 指定小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者 

（エ）自己評価結果及び外部評価結果の公表について 

ア 利用者又は利用者の家族へ当該結果について情報提供を行ってください。 

イ 介護サービスの情報公表制度に基づく公表を行ってください。 

ウ 法人ホームページへの掲載や事業所の見やすい場所へ掲示を行ってください。 

エ 市役所の窓口に掲示して公表します。 

（参照）「自己評価及び外部評価の取扱いについて（通知）」横福指第116号 平成27年８月27日 

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

→申請書ダウンロード 

 →15．「福祉部指導監査課」の書式 

  →介護保険 

   →介護保険（事業者・施設）指定申請・届出関係のページ 
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    →地域密着型サービス事業者等 ４自己評価及び外部評価 

【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ１３ Ｑ１２からＱ１３） 

 

３５ 居住機能を担う併設施設等への入居（条例第１０７条、予防条例第６４条） 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続で

きるよう支援しなければなりません。 

○ 利用者が、以下の※施設等に入所等を希望した場合には、円滑に施設へ入所等が行えるよう必

要な措置を講じるよう努めなければなりません。 

【施設等】 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 
 

３６ 記録の整備（条例第１０８条、予防条例第６５条） 

○ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録並びに利

用者に対するサービス提供に関する記録を整備しなければなりません。 

 整備すべき記録は、以下の表のとおりです。 

① 居宅サービス計画 

② 小規模多機能型居宅介護計画 

③ 次条において準用する第21条第２項の規定による提供した具体的なサービス内容等の

記録 

④ 身体的拘束等に係る記録 

⑤ 利用者に関する市への通知を行った記録 

⑥ 苦情の内容等の記録 

⑦ 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 

⑧ 運営推進会議において行った報告、評価、要望、助言等の記録 

○ 会計に関する記録及び上記に記載した記録は、完結の日から５年間保存しなければなりませ

ん。 
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３７ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針（予防条例第６７条） 

【介護予防小規模多機能型居宅介護独自部分】 

○ 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あたらなければなりませ

ん。 

○ 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

めなければなりません。 

○ 利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければな

りません。 

○ 利用者とのコミュニケーションを十分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。 

 

【ポイント】 

・介護予防の十分な効果を高める観点から、利用者の主体的な取組みが不可欠です。 

・サービスの提供にあたっては、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始

め様々な工夫をして、適切な働きかけを行うことが必要です。 

・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サービス提供の基本とし、利用者

が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してください。 
 

３８ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業の具体的取扱方針（予防条例第６８

条） 

（１）指定介護予防サービス等の利用に係る計画作成の手順 

①利用者の心身の状況等の把握 

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適確な把握を行

ってください。 

②指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成 

介護支援専門員は、①により把握した利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定

介護予防支援条例第33条、34条に則り、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成して

ください。 

 ③介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成 

介護支援専門員又はサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者は、①を踏まえ

て他の従業者と協議の上、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成しなければなりません。 

当該計画の作成にあたっては、以下の内容を当該計画に位置付けてください。 

ア 指定介護予防小規模多機能型居宅介護計画の目標 

イ 目標を達成するための具体的なサービスの内容 

ウ サービスの提供を行う期間 

エ その他必要な事項（計画作成日、計画作成者等） 

③指定介護予防サービス等の利用に係る計画の説明・同意・交付 
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介護支援専門員等は、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成した際には、利用者又

はその家族に対して当該計画の内容について説明を行い、同意を得たうえで、利用者に当該計画

を交付してください。 

④介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

の実施 

介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時

から、介護予防小規模多機能型居宅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

での間に、少なくとも１回は、モニタリングを行わなければなりません。 

⑤介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更 

介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居

宅介護計画の変更を行わなければなりません。 

⑥計画の変更手順 

（１）指定介護予防サービス等の利用に係る計画作成の手順及び（２）計画作成にあったての

留意事項を踏まえて計画変更をしなければなりません。 

【ポイント】 

・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、地域包括支援センター（介

護予防支援事業者）の職員が行う業務と同様の業務を行わなければなりません。 

・介護予防小規模多機能型居宅介護計画の様式は、事業所ごとに定める様式で構いません。 

 【参照】（小規模多機能型居宅介護Ｑ＆Ａ Ｐ１０ Ｑ１８） 

（２）計画作成にあたっての留意事項 

 ①介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づいたサービス提供 

介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時

適切に通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなければなりません。 

また、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう

配慮して行わなければなりません。 

 ②多様な活動の確保等について 

介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会

の提供等により、利用者の※多様な活動の確保に努めなければなりません。 

※多様な活動とは、「レクリエーション」、「行事」、「園芸」、「農作業などの利用者の趣

味又は嗜好に応じた活動」をいいます。 

 ③サービス提供の方針 

サービス提供にあたっては、利用者が住み慣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ながら、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境等を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせて妥

当適切に行わなければなりません。 

 ④人格の尊重等について 

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家庭的な環境の下で日常生

活を送ることができるよう配慮して行わなければなりません。 
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 ⑤通いサービスの利用者数について 

通いサービスの利用者が登録定員に比べ※著しく少ない状態が続くものであってはなりませ

ん。 

 ⑥通いサービスを利用しない日のサービス提供について 

登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電

話連絡による見守り等を行う等、※適切なサービスを提供しなければなりません。 

【ポイント】 

（著しく少ない状態とは） 

・通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態とは、登録定員の概ね３分の１

以下が目安です。 

・登録定員が２５人の場合は、通いサービスの利用者が８人以下であれば著しく少ない状態と

なります。 

  

【ポイント】 

（適切なサービスとは） 

・１の利用者に対して通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを併せて概ね週４回以上行

うことが目安です。 

・サービス提供を行わない日であっても電話による見守り等により利用者に何らかの形で関わ

るように努めてください。 

・訪問サービスは、身体介護に限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声か

けを行った場合でも訪問サービスの回数に含めることができます。 

 

 

３９ 管理者の責務（条例第１０９条（第７３条）、予防条例第６６条（第２７

条）） 

○ 管理者の責務は、下に記載した業務を一元的に行わなければなりません。 

 ①事業所の従業者の管理 

 ②指定小規模多機能型居宅介護の利用の申し込みに係る調整 

 ③業務の実施状況の把握 

 ④その他の管理 

【ポイント】 

・管理者は、運営に関する基準の規定を遵守するために必要な指揮命令を行わなければなりま

せん。 
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５  介護報酬について 
 

１ 基本報酬 

イ （介護予防）小規模多機能型居宅介護費 

（１）同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

要介護度 

１月につき 

単位数 全額 保険給付 

（９割） 

利用者負担 

（１割） 

要支援１ 3,403単位 35,901円 32,310円 3,591円 

要支援２ 6,877単位 72,552円 65,296円 7,256円 

要介護１ 10,320単位 108,876円 97,988円 10,888円 

要介護２ 15,167単位 160,011円 144,009円 16,002円 

要介護３ 22,062単位 232,754円 209,478円 23,276円 

要介護４ 24,350単位 256,892円 231,202円 25,690円 

要介護５ 26,849単位 283,256円 254,930円 28,326円 

（２）同一建物に居住する者に対して行う場合 

要介護度 

１月につき 

単位数 全額 保険給付 

（９割） 

利用者負担 

（１割） 

要支援１ 3,066単位 32,346円 29,111円 3,235円 

要支援２ 6,196単位 65,367円 58,830円 6,537円 

要介護１ 9,298単位 98,093円 88,283円 9,810円 

要介護２ 13,665単位 144,165円 129,748円 14,417円 

要介護３ 19,878単位 209,712円 188,740円 20,972円 

要介護４ 21,939単位 231,456円 208,310円 23,146円 

要介護５ 24,191単位 255,215円 229,693円 25,522円 

ロ 短期利用（介護予防）居宅介護費 

要介護度 

１日につき 

単位数 全額 保険給付 

（９割） 

利用者負担 

（１割） 

要支援１ 419単位 4,420円 3,978円 442 

要支援２ 524単位 5,528円 4,975円 553 

要介護１ 565単位 5,960円 5,364円 596 

要介護２ 632単位 6,667円 6,000円 667 

要介護３ 700単位 7,385円 6,646円 739 

要介護４ 767単位 8,091円 7,281円 810 

要介護５ 832単位 8,777円 7,899円 878 
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２ 加算 

イ（介護予防）小規模多機能型居宅介護費 

 ※介護予防小規模多機能型居宅介護費の対象加算には、（予）と表示しています。 

加算名 

１月につき 

単位数 全額 保険給付 

（９割） 

利用者負担 

（１割） 

初期加算 

（1日につき）（予） 
30単位 316円 284円 32円 

認知症加算Ⅰ 800単位 8,440円 7,596円 844円 

認知症加算Ⅱ 500単位 5,275円 4,747円 528円 

看護職員配置加算Ⅰ 900単位 9,495円 8,545円 950円 

看護職員配置加算Ⅱ 700単位 7,385円 6,646円 739円 

看護職員配置加算Ⅲ 480単位 5,064円 4,557円 507円 

看取り連携体制加算 64単位 765円 688円 77円 

訪問体制強化加算 1,000単位 10,550円 9,495円 1,055円 

総合マネジメント体制強化加算 

（予） 
1,000単位 10,550円 9,495円 1,055円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）イ（予） 
640単位 6,752円 6,076円 676円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）ロ（予） 
500単位 5,275円 4,747円 528円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ）（予） 
350単位 3,692円 3,322円 370円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅲ）（予） 
350単位 3,692円 3,322円 370円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ（予） 所定単位数×76／1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅱ（予） 所定単位数×42／1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅲ（予） （Ⅱ）の90／100 

介護職員処遇改善加算Ⅳ（予） （Ⅱ）の90／100 

※加算の組み合わせにより、多少金額が変動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 短期利用（介護予防）居宅介護費の加算 
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 ※短期利用介護予防居宅介護費の対象加算には、（予）と表示しています。 

加算名 

１日につき 

単位数 全額 保険給付 

（９割） 

利用者負担 

（１割） 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）イ（予） 
21単位 221円 198円 23円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）ロ（予） 

 

16単位 168円 151円 17円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ）（予） 
12単位 126円 113円 13円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅲ）（予） 
12単位 126円 113円 13円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ（予） 所定単位数×76／1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅱ（予） 所定単位数×42／1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅲ（予） （Ⅱ）の90／100 

介護職員処遇改善加算Ⅳ（予） （Ⅱ）の90／100 

 ※加算の組み合わせにより、多少金額が変動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


