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主な指摘事項（1）

【令和4年度 実地指導での指摘事項】
・送迎により生活相談員の配置が基準を満たしていない日があった。
・従業者の出退勤の記録がなく、従業者の配置が基準を満たしているか
確認できなかった。

従業者の配置は基準を満たしていますか。

従業者の配置・勤務体制の確保
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主な指摘事項（1）①

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例
（平成25年3月5日杉並区条例第4号）（※以下、区条例とする。）
第59条の3第1項 従業者の配置の基準】

指定地域密着型通所介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型通所介
護事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定地域密着型
通所介護事業所」という。）ごとに次に掲げる従業者（「地域密着型通所
介護従業者」という。）を規則で定める基準により置かなければならない。
（１）生活相談員
（２）看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）
（３）介護職員
（４）機能訓練指導員

従業者の配置

人員・設備・運営等
基準
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【杉並区区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則
（平成25年3月29日規則第48号） （※以下、区規則とする。）
第8条の2第1項 従業者の配置の基準】
条例第59条の3第1項に規定する規則に定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各
号に定める員数とする。

(１) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介
護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者
に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着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

主な指摘事項（１）① 従業者の配置 人員・設備・運営等
基準

【指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
（平成18年3月31日 老計発0331004号・老振発0331004号・老老発0331017号】
（※以下、解釈通知とする。）第三の2の2 １（1）従業者の員数】＜抜粋＞

④ 生活相談員については、指定地域密着型通所介護の単位の数にかかわらず、次の計算式
のとおり指定地域密着型通所介護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が
必要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提供
開始時刻から終了時刻まで（サービスが提供されていない時間帯を除く。）とする。

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式）
提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数

解釈通知

次ページに続く



6従業者の配置：生活相談員主な指摘事項（１）① 具体例

〈配置基準を満たさない例〉

９時 12時 14時 18時

サービス提供時間

 □ 事業所のサービス提供時間は９～18時の９時間。AとBのサービス提供時間内の勤務時間は9時間に満たないため不可。

　　Aの9時～10時は送迎であり、送迎時間は勤務に含まれない。

勤務時間帯8～13時

生活相談員A

生活相談員B

勤務時間帯10～15時

勤務延時間数

3+5=8時間

送迎

〈配置基準を満たす例〉

９時 12時 14時 18時

サービス提供時間

 □ 事業所のサービス提供時間は９～18時の９時間。AとBのサービス提供時間内の勤務時間は9時間以上となっているため可。

勤務時間帯9～14時

生活相談員A

生活相談員B

勤務時間帯10～15時

勤務延時間数

4+5=9時間

事業所のサービス提供時間＝９時間
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【解釈通知 第三の2の2 １（1）従業者の員数】＜抜粋＞
④（６ページからのつづき）

なお、指定地域密着型通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機
関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指定地域密着型通所介護事業所
を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよ
うに、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に
出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家
族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連
携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」
など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要が
あり、これらに支障がない範囲で認められるものである。

従業者の配置：生活相談員主な指摘事項（１）①

解釈通知



8

①配置要件 （確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式）

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数

（例）・サービス提供時間数８時間で、生活相談員２名が４時間ずつ勤務・・・〇
・サービス提供時間数８時間で、生活相談員１名が８時間勤務 ・・・〇

生活相談員の確保すべき勤務延時間数に、利用者の地域生活を支える取組の

ために必要な時間を含めることができる。

活動は、記録
しておくこと

送迎に要する時間 生活相談員の勤務時間には含められない。

主な指摘事項（１）① 従業者の配置：生活相談員

利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間 とは･･

〇サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間

〇利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助の
ための時間

〇地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担って
もらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間

②勤務延
時間

【ポイント】



9主な指摘事項（１）② 勤務体制の確保

【区条例第59条の13 勤務体制の確保等】
指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供で

きるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ
ならない。
２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地
域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならな
い。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、この限りでない。

【解釈通知第三2の2 3(６) 勤務体制の確保等】
基準第30条は、利用者に対する適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保するため、

職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。
① 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、地域密着
型通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、
介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。
② 同条第2項は、原則として、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者たる地域密着
型通所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等
の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認
めるものであること。

人員・設備・運営等
基準

解釈通知
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【指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成18年3月14日 厚労告126号）別表2の2】（抜粋）
注１ イについて、～中略～
ただし、利用者の数又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が
別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

【厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに
通所介護費等の算定方法 （平成12年2月10日厚告第27号） 五の二
看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の算定方法 ハ 】

指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基
準に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)について
は、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

主な指摘事項（１）② 勤務体制の確保

単位数表（告示）

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準 厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法

指定地域密着型サービス基準第三十七条の二の規定の適用を受け
ない指定地域密着型通所介護事業所にあっては、指定地域密着型
サービス基準第二十条に定める員数を置いていないこと。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所
定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用い
て、指定地域密着型サービスに要する費用の額の
算定に関する基準の例により算定する。指定地域密着型サービス基準第三十七条の二の規定の適用を受け

る指定地域密着型通所介護事業所にあっては、同条第一号に定め
る員数を置いていないこと。

関係告示
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【ポイント】
単位ごとに、人員基準に定める員数の看護職員（利用定員11名以上のみ）又は介護職員を
配置していない状況でサービス提供した場合は、利用者全員について所定単位数に100分の
70を乗じて得た単位数で算定することになります。そうならないために・・・

利用者に対し適切なサービスを提供できるように、事業所ごとに月ごとの
勤務表（従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、
看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明
確にする）を作成し、人員基準に定める員数の看護職員又は介護職員を配置
していることの証明をするために、日々の出退勤の記録を残す必要があると
考えます。

※看護職員（利用定員11名以上）又は介護職員を基準以上配置していない場合は、
人員基準欠如に該当します。その場合、サービス提供体制加算など算定不可となる
加算があります。ご注意ください。

主な指摘事項（１）② 勤務体制の確保
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主な指摘事項（２）

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
・基準で定める、利用者から支払を受けることができる費用以外の費用を利用
者から徴収していた。
・サービス提供に当たって、あらかじめ規則で定める費用の額について、利用
者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利
用者の同意を得ていたことが確認できなかった。
・利用者から指定地域密着型通所介護その他のサービスの提供に要した費用の
支払を受けた際、領収証を交付していなかった。

利用者から徴収している費用は適切ですか？
支払いを受けた領収書を利用者に交付していますか？

利用料等の受領・領収書の交付



13主な指摘事項（２）① 利用料等の受領

【区規則 第8条の4 第1項 利用料等の受領】
条例第59条の７第３項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(１) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎
に要する費用
(２) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用
者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所
介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用
(３) 食事の提供に要する費用
(４) おむつ代
(５) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所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

人員・設備・運営等
基準

【区条例 第59条の7 利用料等の受領】
３ 指定地域密着型通所介護事業者は、（中略）規則で定める費用の額の支払を利用者から受け
ることができる。
４ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ
らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用
者の同意を得なければならない。
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【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 老企第54号）】
(別紙)

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について
(1)①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事業者が提供する場合に係る費用
②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事業者が提供する場合に係る費用

(6) 留意事項
①「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必
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)であって、利用者等の希
望を確認した上で提供されるものをいう。

したがって、こうした物品を事業者又は施設が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ものである。
②「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービスの提供の
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が想定されるものであり、すべての利用
者又は入所者に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ
設備の使用料等)について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないもので
ある。

※上記に関しては、『「その他の日常生活費」に係るQ＆Aについて（平成12年３月31日) 』が別途発出されているの
で参考にしてください。

利用料等の受領主な指摘事項（２）①
関係通知



15主な指摘事項（２）①

【ポイント】
介護報酬の他に利用者からサービス提供の一環として徴収できるのは、下記の
「日常生活費等」のみです。

※入浴介助加算を算定している利用者からバスタオル代等を徴収している例がありましたが、
タオル、シャンプー等はサービス提供に含まれています。利用者にバスタオルを持参してもらっ
たり、費用を徴収することは出来ません。

また、日常生活費等を徴収する場合は、あらかじめ、利用者等又はその家族に対し、そのサー
ビスの内容及び費用の額について、懇切丁寧に説明を行い、利用者等の同意を得てください。

利用申込時の重要事項説明の際に包括的に行っていると思いますが、当該同意書に記載されて
いない費用を別途徴収する場合は、その都度同意書による確認が必要と考えます。

利用料の受領

①通常の事業の実施地域以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

②通常要する時間を超える場合の利用料

③食事の提供に要する費用

④おむつ代

⑤その他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費用

日
常
生
活
費
等



16
主な指摘事項（２）②

【介護保険法第42条の2第9項(第41条第8項準用) 地域密着型介護サービスの支給】
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その他のサービスの提供に要し

た費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした要介護被保険者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
【介護保険法施行規則第65条の5(第65条準用) 領収証】

指定地域密着型サービス事業者は、法第42条の2第9項において準用する法第41条第8項の
規定により交付しなければならない領収証に、指定地域密着型サービスについて要介護被保険
者から支払を受けた費用の額のうち、法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額
を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。）、食事の提供
に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記
載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければな
らない。

領収書の交付

【ポイント】
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際は、「保
険適用」と「保険適用外」に区分した上で、費用ごとに区分した領収書を交付
しましょう。

介護保険法等
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主な指摘事項（３）

【令和４年度 運営指導での指摘事項】

・概ね6月に1回以上、運営推進会議を開催していなかったため、改善する
こと。

運営推進会議を6か月に一回以上開催していますか。

地域との連携等
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主な指摘事項（３）

【区条例 第59条の17 地域との連携等】
指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区の職員又は指定
地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項
に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知
見を有する者等により構成される協議会（中略）（以下この項において
「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進
会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、
運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等
についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

地域との連携等

人員・設備・運営等
基準
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【解釈通知 第三2の2.４（10）地域との連携等】

① 運営推進会議は、指定地域密着型通所介護事業所が、利用者、市町村職
員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかに
することにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開
かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的とし
て設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものである。この運営
推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設
置が見込まれることが必要となるものである。また、地域の住民の代表者
とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。
② 運営推進会議における報告等の記録は、2年間保存しなければならない。

地域との連携等

【ポイント】
運営推進会議をおおむね６月に一回以上開催して、活動状況を報告し、評価
を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴きましょう。開催したら、記録
を作成して公表することが必要となり、会議記録は2年間保存が必要です。

解釈通知
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主な指摘事項（４）

地域密着型通所介護計画について、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ていますか。

居宅サービス計画の内容に沿って、地域密着型通所介護計画を作成し
ていますか。

【令和４年度 実地指導での指摘事項】
・地域密着型通所介護計画について、目標を達成するための具体的な
サービスの内容等の記載が不十分だった。
・既に作成されていた居宅サービス計画の内容に沿って、地域密着型
通所介護計画を作成していなかった。

地域密着型通所
介護計画の作成
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主な指摘事項（４）

【区条例 第59条の10 地域密着型通所介護計画の作成】

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、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、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計画（以下「地域密着型通所
介護計画」という。）を作成しなければならない。
２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場
合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

地域密着型通所介護計画の作成

人員・設備・運営等
基準
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【解釈通知 第三2の２.４（3）地域密着型通所介護計画の作成】
① 地域密着型通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者
や、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。
② 地域密着型通所介護計画は、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。
③ 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないことと
したものである。なお、地域密着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、当該地域密着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。
④地域密着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
作成され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、指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着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、当該地域密着
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、交付した地域密着型通所介護計画
は、地域密着型基準第36条2項の規定に基づき、2年間保存しなければならない。

地域密着型通所介護計画の作成

解釈通知
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主な指摘事項（４） 地域密着型通所

介護計画の作成

【リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及
び口腔管理の実施に関す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（令和3年3月
16日 老認発0316第3号・老老発0316第2号）
（介護保険最新Vol.936）】

第３ 通所介護及び短期入所生活介護における個
別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様
式例の提示について （中略）
① 個別機能訓練計画書の作成（総論）
・ また、個別機能訓練計画の作成にあたっては、
居宅サービス計画、通所介護計画又は地域密着
型通所介護計画と連動し、これらの計画と整合
性が保たれるように行うことが重要である。な
お、通所介護計画書及び地域密着型通所介護計
画書は別紙様式3－4を参考に作成すること。

国から参考様式が示されました

別紙様式３－４
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主な指摘事項（４）
地域密着型通所
介護計画の作成

【条例第59条の2 基本方針】（抜粋）

地域密着型通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活
上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感
の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精
神的負担の軽減を図るものでなければならない。
ならない
【条例第59条の9指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針】(抜粋)

方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 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、地域住民との交流及び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、妥当適切に行うものとする。
(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うものとする。
(3) 提供に当たっては、地域密着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うものとする。

介護保険最新情報Vol936に参考様式と
ともに掲載している記載例を参考にして、
利用者及び家族にわかりやすい計画作成
をしてください。

下記〇印の注意事項に沿って、記載し
てください。
※サービス提供内容の設定にあたって
は、長期目標・短期目標として設定し
た目標を達成するために必要なプログ
ラムとなるよう、具体的に設定するこ
と。
※入浴介助加算（Ⅱ）を算定する場合
は、★が記載された欄等において必要
な情報を記入すること。
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主な指摘事項（４） 地域密着型通所介護計画の作成

【ポイント】地域密着型通所介護計画の作成

☑ 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
等を記載した計画を作成すること。

☑ 計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して作成すること。
☑ 居宅サービス計画の交付を受けている場合は、当該居宅サービス計画

に沿って作成すること。
☑ 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

得ること。
☑ 計画を作成した際には、計画を利用者に交付すること。交付した計画

は、2年間保存すること。
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【令和４年度 実地指導での指摘事項】
●指定地域密着型通所介護を提供した際、提供した具体的なサービス
の内容等の記録をしていなかった。
●サービス提供記録について、利用者の心身状況その他必要な事項を
記録していなかった。

サービス提供をした際、具体的なサービスの内容等を記録していますか？

主な指摘事項（５） サービスの提供の記録
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主な指摘事項（５）

【区条例 第59条の20（第20条準用）サービスの提供の記録】
２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際
には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの
申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用
者に対して提供しなければならない。

サービスの提供の記録

【解釈通知 第三２の２.４(12）サービスの提供の記録】
② 同条第２項は、当該指定地域密着型通所介護の提供日、提供した具体的な
サービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、
サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合
には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供し
なければならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、
例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供し
た具体的なサービスの内容等の記録は、基準第36条第2項の規定に基づき、
2年間保存しなければならない。

人員・設備・運営等
基準

解釈通知



28

【ポイント】
①サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、内容（例えば、食事の提
供、入浴、機能訓練、レクリエーション等の実施内容や、送迎の有無等）を記録
すること。 特に、送迎の記録（有・無、片道・往復の別）、入浴の記録（有無
だけでなく、実際の援助内容が分かるもの）については、介護報酬算定の挙証資
料となるため、しっかり記録しておく必要があります。

②また、基準には「指定地域密着型通所介護を提供した際には、提供した具体的
なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、
文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければ
ならない。」と明記されています。利用者からの申出があった場合には、文書の
交付その他の適切な方法(例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方
法。)により、その情報を利用者に提供してください。

➡提供したサービス内容は、漏れのないように、適切に記載しましょう。

主な指摘事項（５） サービスの提供の記録
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介護報酬の根拠となる単位数表は厚生労働省の告示で示されており、このほか、解釈を補う
通知（留意事項通知）や、別に定めるものなどを規定する関係告示、事務連絡によるＱ＆Ａが
あります。介護報酬の算定にあたっては、必ず、介護報酬の根拠となる規定や通知の内容を確
認してください。

単位数表
（告示）

単位数表
（留意事項通知）

関係告示 事務連絡・その他通知

指定地域密
着型サービ
スに要する
費用の額の
算定に関す
る基準
（H18.3.1
4 厚労告
126）

指定地域密着型サービス
に要する費用の額の算定
に関する基準及び指定地
域密着型介護予防サービ
ス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（H18.3.31 老
計発第0331005号・老
振発第0331005号・老
老発第0331018号）

厚生労働大臣が定める基準に適合す
る利用者等（H27.3.23 厚労告94）

●介護職員処遇改善及び介護職員等特
定処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示
について（R3.3.16 老発0316第4号）

●リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養管理及び口腔管理の実施に関する
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（R3.3.16 老
認発0316第3号・老老発0316第2号）

●令和３年度介護報酬改定関連通知の
正誤等について（R3.4.22 老高発0422
第1号・老認発0422第1号・老老発0422第
1号） 等

厚生労働大臣が定める基準
（H27.3.23 厚労告95）

厚生労働大臣が定める施設基準
（H27.3.23 厚労告96）

厚生労働大臣が定める利用者等の数
の基準及び看護職員等の員数の基準
並びに通所介護費等の算定方法
（H12.2.10 厚告27）

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職
員の勤務条件に関する基準
（H12.2.10 厚告29）

※ この資料では告示番号や通知名等を一部略称で表記しています。

[参考資料：地域密着型通所介護に係る介護報酬]



30[参考資料]

【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126)】
別表２の２
10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け
出て当該基準による入浴介助を行った場合は、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。

（１） 入浴介助加算(Ⅰ) ４０単位
（２） 入浴介助加算(Ⅱ) ５５単位

【厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23 厚労告95）】
14の3 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び介護予防認知
症対応型通所介護費における入浴介助加算の基準
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 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行われ
る入浴介助であること。

(以下、次ページ）

入浴介助加算
単位数表（告示）

関係告示
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入浴介助加算

（前ページのつづき）
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
(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」という。）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（中略）の介護支援専門員又は指定
福祉用具貸与事業所（中略）若しくは指定特定福祉用具販売事業所（中略）の福祉用具専
門相談員（中略）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)（中略）指定地域密着型通所介護事業所（中略）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。以下同じ。）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。

関係告示
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【指定地域密着型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地域密着型介護予防サービスに
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18年３月31日 ）（老計
発第0331005号 ・老振発第0331005号・老老発第0331018号）】第ニ ３の２（抜粋）
(8)入浴介助加算について
ア 入浴介助加算（Ⅰ）について
① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである
（大臣基準告示第14号の３）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことで
あり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に
応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触
する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。（以下、略）
② 地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴
を実施しなかった場合については、加算を算定できない。
イ 入浴介助加算（Ⅱ）について （一部、抜粋）
① ア①及び②を準用する。この場合において、ア①の加算（Ⅰ）は（Ⅱ）に読み替えるものとする。
② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うこと
が想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施す
ることを評価するものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、
自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのよ
うな介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。（以下、略）

入浴介助加算 留意事項通知
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【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.８)（令和3年4月26日）（介護保険最新ol.974）】

（答） 利用者の自宅（居室内の浴室、共同の浴室も含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定され
る。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所
で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤をすべて満たすこ
とにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定する
こととしても差し支えない。 ①～⑤ 略

（答） 利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体
機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助
を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の
算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族
等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。
＜参考：利用者の状態に応じた身体介助の例＞ （以下、略）

問１ 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行う
ことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所
が想定されるのか。

問４ 入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い
環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助
を想定しているのか。

入浴介助加算
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【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126)】
別表２の２
13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け
出た指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準
に掲げる区分に従い、（１）及び（２）については１日につき次に掲げる単位数を、（３）
については１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加
算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
（１） 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ５６単位
（２） 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ ８５単位
（３） 個別機能訓練加算(Ⅱ) ２０単位

個別機能訓練加算

単位数表（告示）
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【厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23 厚労告95）
51の4 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基準】
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復
師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指
導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下この号にお
いて「理学療法士等」という。）を一名以上配置していること。
(2) 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学
療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。
(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、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の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進される
よう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能
訓練計画を作成すること。

また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況を
その都度確認するとともに、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っていること。
(5) 通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

（以下、次ページにつづく）

個別機能訓練加算

関係告示
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（前ページからのつづき）

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を
指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置していること。
(2) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにもに適合すること。

ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。
(2) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たっ
て、当該情報その他 機能訓練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。

個別機能訓練加算

【算定留意 第ニ３の２ (11) 個別機能訓練加算について 】（抜粋）
個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を配置し、機能訓練指導員等が共同して、

利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的
に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身体機能を含む。以下(11)において同じ。）の維持・向
上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられ
たものである。
本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び個別機能訓練が

実施されなければならない。 （次ページにつづく）

関係告示

留意事項通知
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（前ページからのつづき）

① 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ
イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場合において、
例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法
士等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があらかじめ定められ、利
用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務に従事する
場合には、当該職務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の
算定に含めない。

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓

練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配
置すること。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ、専ら機能訓練を実施する理学
療法士等を１名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間
帯を通じて１名以上配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受け
た利用者のみが当該加算の算定対象となる。 （後略） （次ページにつづく）

個別機能訓練加算

留意事項通知
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（前ページからのつづき）

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成
個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練を行うにあたっては、機

能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施
回数等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅
での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者又は家族の意向及び
介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目
標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。また、
単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、日常生活における生活機能の維持・向上
を目指すことを含めた目標とすること。個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上
に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の
向上に繋がるよう利用者を援助すること。
ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練は、類似の目標を持ち、
同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこ
ととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮
し適切に設定すること。
また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続ける

ことを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があ
り、概ね週１回以上実施することを目安とする。 （次ページにつづく）

留意事項通知
個別機能訓練加算
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（前ページからのつづき）

ホ 個別機能訓練実施後の対応
個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練を開始した後は、個別

機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状
況）等についての評価を行うほか、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生
活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族（以下このホにお
いて「利用者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、
記録する。
また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について、当該利

用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該利用者に対
する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等をふまえた個別機能
訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。 （後略）
ヘ その他
・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの目標設定・個別機能訓練計画の作成方
法の詳細を含む事務処理手順例等（※）については、別に定める通知において示すこととする。
・ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別
機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可
能であるようにすること。 （次ページにつづく）

個別機能訓練加算

※事務処理手順例等➡リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について
（令和3年3月16日 老認発0316第3号・老老発0316第2号）（介護保険最新Vol.936）

留意事項通知
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（前ページからのつづき）
② 個別機能訓練加算（Ⅱ）について

厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（「ＬＩＦＥ」という。）を用い
て行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ
ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月
16日老老発0316第４号）を参照されたい。

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
状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、
当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏ
ｎ）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。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適
宜活用されるものである。

個別機能訓練加算

※ 個別機能訓練加算の算定要件について、次ページに纏めています。参考にしてください。

留意事項通知



41算定要件 個別機能訓練加算Ⅰ（イ） 個別機能訓練加算Ⅰ（ロ）

ニーズ把握・
情報収集

通所介護・地域密着型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

機能訓練指導員
の配置

専従1名以上配置（配置時間の定めなし） イの配置に加え、専従1名以上配置（サービス提
供時間帯を通じて配置）

※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。

イとロは併算定不可。

個別機能訓練計
画

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。

機能訓練項目 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に
設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利
用者を援助する。

訓練の対象者 5人程度以下の小集団又は個別

訓練の実施者 機能訓練指導員が直接実施（介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない。）

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。

個別機能訓練加算Ⅱ

情報提供 上記・個別機能訓練加算Ⅰの要件に加えて、個別機能訓練計画等の内容を科学的介護情報システ
ム(ＬＩＮＥ)を用いて厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること。



「受講報告兼アンケート」の入力のお願い

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

🕒入力期限：３月３１日（金曜日）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
トップページ＞くらしのガイド＞
税金・保険・年金＞介護保険＞
介護保険事業者の方向け情報＞
令和４年度介護保険サービス事業者
集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード



制作・著作 杉並区

ご視聴ありがとうございました。


