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はじめに  

  

本手引きは下記関係法令を基に、富里市の実情に合わせて作成しています。 
 関係法令全文も併せて確認してください。  

 

関係法令  

・介護保険法  

・介護保険法施行規則  

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下

「人員、設備基準」とする）  

・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「特養基準」とす

る）  

・富里市指定地域密着型サービス基準条例（以下「市基準条例」とする。）  

・富里市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業所の指定等に関する規則（以下「市指定条例」とする。）  
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１ 小規模多機能型居宅介護  

 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」

や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の

下で日常生活上の支援（入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の

世話）や機能訓練（リハビリテーション）を行います。  

 

①対象者 要支援１以上  

 

②定員等 ・１事業所のサービス登録者数は２９人以下（人員、設備基準第

６６条第１項）  

・【通い】登録定員の２/１から概ね１５人まで。ただし、登録定

員  

   が２５人を超える場合は下表の利用定員まで。（人員、設

備基準第６６条第２項第１号）  

登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  

２８人  １７人  

２９人  １８人  

・【宿泊】通いサービスの利用定員の１ /３から９人まで  

（人員、設備基準第６６条第２項第２号）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  常勤１人（兼務可（※））（人

員、設備基準第６４条第１項）  

※当該事業所の管理上支障が

無い場合は、当該事業所の

他の職務又は当該事業所に

併設されている下記の事業

所の業務に従事可。（人員、

設備基準第６４条第１項）  

・認知症対応型共同生活介護  

・地域密着型特定施設  

・指定地域密着型介護老人福

祉施設  

特別養護老人ホーム等の職

員又は訪問介護員等として３

年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者で

あり、厚生労働大臣の定める

管理者研修修了者（人員、設

備基準第６４条第３項）  
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※当該事業所の管理上支障が

無い場合は、同一敷地内の

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の業務に従

事可。（人員、設備基準第６

４条第１項）  

従業者  

（ 介 護 ・

看 護 職

員）  

・従業者のうち、１人以上は常

勤であること。（人員、設備基

準第６３条第３項）  

・配置職員のうち１人は看護師

又は准看護師であること（常

勤でなくても可）。（人員、設

備基準第６３条第４項）  

日中  

①通いサービス  

利用者３人又はその端数を増

すごとに常勤換算で１以上（人

員、設備基準第６３条第１項）  

※利用者数は前年度の平均値

を用いるが、新規指定の場

合は推定数による。（人員、

設備基準第６３条第２項）  

②訪問サービス  

常勤換算で１以上（人員、設

備基準第６３条第１項）  

夜間および深夜  

１人以上＋宿直１人（人員、

設備基準第６３条第１項）  

※ただし、夜間利用者がいなく、

訪問サービスを提供するため

の必要な体制が整備されてい

るときは置かないことができ

る。（人員、設備基準第６３条

第５項）  

資格要件は特になし。  

ただし、介護等に対する知

識、経験を有する者であるこ

とを原則とし、それ以外であ

っても研修の機会を確保する

等質の向上を図ること。  

 

介 護 支 援

専門員  

１人（管理者との兼務可）  

※常勤でなくても可（人員、設

備基準第６３条第１０項）  

厚生労働省が定める研修を

修了している者（人員、設備

基準第６３条第１１項）  

代表者  －  特別養護老人ホーム等の職

員又は訪問介護員として認知

症である者の介護に従事した
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経験を有する者又は保健医療

サービスもしくは福祉サービ

スの軽々に携わった経験があ

り、厚生労働大臣の定める事

業開設者研修修了者（人員、

設備基準第６５条）  

 

④設備に関する基準  

○施設に備える設備  

種別  内   容  

居間・  

食堂  

その機能を十分（※）に発揮し得る適当な広さ（人員、設備基

準第６７条第２項第１号）  

※十分な広さ 居間及び食堂の合計面積は、３㎡×通いサービ

スの利用定員数以上（実施指導の自己点検シート参照）  

宿泊室  ・宿泊室１室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必

要と認められる場合は、２人とすることができる。（人員、設

備基準第６７条第２項第２号イ）  

・宿泊室１室の床面積が１人当たり７．４３㎡（約４．５畳）以

上確保。（人員、設備基準第６７条第２項第２号ロ）  

※宿泊専用の個室以外の宿泊室を設ける場合、プライバシーが

確保されたしつらえにすること。（人員、設備基準第６７条

第２項第２号ハ）  

その他  ・消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備  

・消防法その他の法令等に規定された設備  

 

⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね２

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取

等を行う必要がある。（人員、設備基準第８８条）（※人員、設備基準第３

４条を準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  
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小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項  

付表３－１  

小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所を事業所在地以外の場所で一部

実施する場合の記載事項  

付表３－２  

サテライト型を開設

する場合  

 

○添付資料  

番号    資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

９  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１０  
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等

との連携体制及び支援体制の概要  
 

１１  地域密着型介護サービス費の請求に関する事項   

１２  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１３  役員の氏名等  参考様式９－２  

１４  介護支援専門員の氏名等  参考様式１０  

１５  運営推進会議の構成員  参考様式１１－１  
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２ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

 入所定員３０人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・ユニット

型）が、常に介護が必要な人の入所を受け入れ、入浴や食事等の日常生活上

の支援や、機能訓練、療養上の世話等を提供します。  

 

①対象者 要介護３以上（要介護１・２の人でもやむを得ない理由がある場

合は入所協議が可能）（介護保険法第８条第２２項、介護保険法施

行規則第１７条の９）  

 

②定員等 ２９人以下（介護保険法第７８条の２第１項）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  １人（専従・常勤）  

※次の要件を満たしている場合、

兼務可  

・事業所の管理上支障がない。  

・兼務する職務が、当該施設の他

の職務又は同一敷地内にある

他の事業所・施設等の職務。（人

員、設備基準第１４６条）  

社会福祉主事任用資格、社

会福祉士、精神保健福祉

士、介護支援専門員、介護

福祉士、社会福祉事業に２

年以上従事した者、その他

これらと同等以上の能力

を有すると認められる者。 

生 活 相 談

員  

常勤１人以上（人員、設備基準  

第１３１条第１項第２号）  

※サテライト型居住施設の場合、

常勤換算 法で１ 以 上でも可 。

（人員、設備基準第１３１条第

５項）  

社会福祉主事任用資格、社

会福祉士、精神保健福祉

士、介護支援専門員、介護

福祉士、その他これらと同

等以上の能力を有すると

認められる者。  

従業者  

（ 介 護 ・

看 護 職

員）  

従業者のうち、１人以上は常勤で

あること。（人員、設備基準第１３

１条第６項）  

 

日中  

入所者３人又はその端数を増す

ごとに常勤換算法で１以上（人員、

設備基準第１３１条第１項第３号

イ）  
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※利用者の数は前年度の平均値

を用いるが、新規指定の場合は

推定数による。（人員、設備基

準第１３１条第２項）  

・看護職員は１以上（人員、設備基

準第１３１条第１項第３号ロ）  

・介護職員のうち１人以上は常勤

（人員、設備基準第１３１条第６

項）  

・看護職員のうち１人以上は常勤。

ただし、サテライト型居住施設の

場合、常勤換算法で１以上でも

可。（人員、設備基準第１３１条

第７項）  

・ユニットごとに常時１人以上の介

護職員又は看護職員を配置する

こと。（人員、設備基準第１６７

条第２項第１号）  

・常勤のユニットリーダーを配置す

ること。（人員、設備基準第１６

７条第２項第３号）  

夜間  

・ユニットごとに、１以上（人員、

設備基準第１６７条第２項第２

号）  

栄養士  １人以上（人員、設備基準第１３

１条第１項第４号）  
 

機 能 訓 練

指導員  

１人以上（当該施設の他の職務と

兼務可）（人員、設備基準第１３１

条第１項第５号）（人員、設備基準  

第１３１条第１０項）  

理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護師、准看

護師、柔道整復師、あん摩

マッサージ指圧師  

介 護 支 援

専門員  

１人（専従・常勤）（人員、設備

基準第１３１条第１項第６号）  

※入所者の処遇に支障がない場合

は、当該施設の他の職務に従事す

ることができる。（人員、設備基

準  

第１３１条第１１項）  

 

医師  入所者に対し健康管理及び療養

上の指導を行うために必要な数。
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（人員、設備基準第１３１条第１項

第１号）  

※サテライト型居住施設であり、本

体施設の医師により、入所者の健

康管理が適切に行われる場合は

配置しなくてもよい。（人員、設

備基準第１３１条第４項）  

 

④設備に関する基準  

○構造設備の基準  

種別  内   容  

構造  施設全体を居室と共同生活室によって一体的に構成される

場所（ユニット）を単位として構成されること。人員、設備

基準第１５８条）  

廊下  廊下幅は１．５ｍ以上とすること。ただし中廊下の幅は、

１．８ｍ以上とすること。（廊下の幅は内法によるものとし、

手すりから手すりまでを測定することとする。）（人員、設備

基準第１６０条第１項第４号）  

居室  ・１の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者へのサー

ビスの提供上必要と認められる時は２人とすることができ

る。（人員、設備基準第１６０条第１項第１号イの（１））  

・居室はいずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、

１のユニットの入居定員は、原則として１０人以下とする

こと。（人員、設備基準第１６０条第１項第１号イの（２）） 

・地階に設けてはならないこと。（特養基準第３５条第４項第

１号イの（３））  

・居室の床面積は１０．６５㎡以上とすること。（洗面設備ス

ペース含む。トイレ面積除く）（人員、設備基準第１６０条

第１項第１号イの（３））  

・２人居室は、２１．３㎡以上を基準とすること。（人員、設

備基準第１６０条第１項第１号イの（３））  

・寝台又はこれに代わる設備を備えること。（特養基準第３５

条第４項第１号イの（５））  

・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室

又は広間に直接面して設けること。（特養基準第３５条第４

項第１号イの（６））  

・床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面し

て開放すること。（特養基準第３５条第４項第１号イの
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（７））  

・必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる

設備を備えること。（特養基準第３５条第４項第１号イの

（８））  

・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。（人員、設備基

準第１６０条第１項第１号イの（４））  

共同生活室  ・共同生活室はいずれかのユニットに属するものとし、当該

ユニットの入所者が交流し、共同で日常生活を営むための

場所としてふさわしい形状を有すること。（人員、設備基準

第１６０条第１項第１号ロの（１））  

・地階に設けてはならない。（特養基準第３５条第４項第１号

ロの（２））  

・１の共同生活室の床面積は、２㎡にユニットの入所定員を

乗じて得た面積以上を標準とすること。（人員、設備基準第

１６０条第１項第１号ロの（２））  

・必要な設備及び備品を備えること。（人員、設備基準  

第１６０条第１項第１号ロの（３））  

洗面設備  ・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設ける

こと。（人員、設備基準第１６０条第１項第１号ハの（１）） 

・要介護者の仕様に適したものとする。（人員、設備基準  

第１６０条第１項第１号ハの（２））  

トイレ  ・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設ける

こと。（人員、設備基準第１６０条第１項第１号ニの（１）） 

・ブザー又はこれに代わる設備を設け、要介護者の使用に適

したものとすること。（人員、設備基準第１６０条第１項第

１号ニの（２））  

浴室  ・要介護者が入浴するのに適したものとすること。（人員、設

備基準第１６０条第１項第２号）  

医務室  ・医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、

必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨

床検査設備を設けること。（人員、設備基準第１６０条第１

項第３号）  

※入院施設を有しない診療所として、医療法第７条の規定

による知事の許可を得ること。  

調理室  ・火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。  

 （特養基準第３５条第４項第４号）  

防災設備  ・建物（入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を

除く）は、耐火建築物とする。ただし、下記のいずれかの

要件を満たす２階建て又は平屋建てユニット型施設の建物

の場合は、準耐火建築物とすることができる。  



11 

 

 ①居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。  

 ②居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に

掲げる全ての要件を満たすものであること。  

  ア  市消防長又は市消防署長と相談のうえ、非常災害に

関する計画に入居者の円滑かつ迅速な非難を確保す

るために必要な事項を定めること。  

  イ 定期的に避難訓練を、昼間及び夜間に行うこと。  

  ウ  火災時における避難、消火等の協力を得ることがで

きるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 

（特養基準第３５条第１項）  

・前述にかかわらず、千葉県知事が、火災予防、消火活動等

に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、下記のいず

れかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型施設

で、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めた

ときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しな

い。  

 ①スプリンクラー設備の設置、天井用の内装材への難燃性

材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所

に  おける防火区画の設置等により、初期消火及び延焼

の抑制に配慮した構造であること。  

 ②非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の

体制が整備されており、円滑な消化活動が可能なもので

あること。  

 ③避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有

する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造で

あり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員

を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能

なものであること。  

 （特養基準第３５条第２項）  

その他  ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるこ

と。（人員、設備基準第１６０条第１項第５号）  

・廊下、共同生活室、トイレその他必要な場所に常夜灯を設

けること。（特養基準第３５条第６項第２号）  

・廊下及び階段には手すりを設けること。（特養基準第３５条

第６項第３号）  

・階段の傾斜は緩やかにすること。（特養基準第３５条第６項

第４号）  

・ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。

ただし、下記のいずれにも該当する建物に設けられるユニ

ット又は浴室については、この限りでない。  
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 ①ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避

難階段を２以上有すること。  

 ②３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地

上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面す

る部分の仕上げを不燃材料としていること。  

 ③ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁

又は特定防火設備により防災上有効に区画されているこ

と。（特養基準第３５条第５項）  

・ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の

傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合

は、この限りではない。（特養基準第３５条第６項第５号） 

  

⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね２

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取

等を行う必要がある。（人員、設備基準第１６９条）  

（※人員、設備基準第３４条を準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定

に係る記載事項  

付表６  

 

○添付資料  

番号  資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  特別養護老人ホームの許可証等の写し   

３  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

４  管理者の経歴  参考様式２  
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５  事業所の平面図  参考様式３  

６  居室面積等の一覧表   

７  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

８  
本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、

方法及び移動時間  
該当する場合に提出  

９  併設する施設の概要  該当する場合に提出  

１０  施設を共用する場合の利用計画  該当する場合に提出  

１１  運営規程   

１２  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

１３  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

１４  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１５  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１６  役員の氏名等  参考様式９－２  

１７  介護支援専門員の氏名等  参考様式１０  

１８  運営推進会議の構成員  参考様式１１－１  
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３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携し

ながら、定期巡回と随時の対応を行います。  

 １事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介

護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する

「連携型」があります。  

 

①対象者 要介護１以上（介護保険法第８条第１５項）  

 

②定員等 特に無し  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  常勤・専従（当該事業所の職

務に支障がなければ、併設・隣

接事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内の他事業所等の

職務に従事可）の者１人（人員、

設備基準第３条の５）  

特になし  

オペレーター  ・提供時間帯を通じて１以上（人

員、設備基準第３条の４第１

項第１号）  

・１名以上は常勤の看護師、介

護福祉士等であること。（人

員、設備基準第３条の４第３

項）  

・専従であること（ただし、利

用者の処遇に支障が無い場合

は、定期巡回または訪問看護

サービス、同一敷地内の指定

訪問介護事業所、または利用

者以外からの通報を受ける業

務に従事可）（人員、設備基準

第３条の４第４項）  

看護師、介護福祉士等（保

健師、准看護師、社会福祉

士、介護支援専門員）。  

提供時間を通じて、保健

師・（准）看護師との連携

を確保している場合は、３

年以上訪問介護サービス

提供責任者として従事し

た者でも可。（人員、設備

基準第３条の４第２項）  

訪 問

介 護

員等  

定期  

巡回  

サービスを提供するために必

要な数以上（人員、設備基準第

３条の４第１項第２号）  

介護福祉士、介護職員初任

者研修課程修了者（市条例

第５条第１項第１号）   
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随時  

訪問  

・提供時間帯を通じて１以上確

保。（人員、設備基準第３条の

４第１項第３号）  

・定期巡回、同一敷地内の指定

訪問介護事業所の職務に従事

可（人員、設備基準第３条の

４第６項）  

・同一の敷地内に下記の事業所

がある場合において、当該事

業所の入所者当の処遇に支障

が無い場合は、当該事業所の

職員をオペレーターとして充

てることができる。  

・短期入所生活介護  

・短期入所療養介護  

・小規模多機能型居宅介護  

・認知症対応型共同生活介護  

・地域密着型介護老人福祉施

設  

・介護老人福祉施設  

・介護老人保健施設  

（人員、設備基準第３条の４第

５項）  

・本サービスの提供に支障が無

い場合は、随時訪問サービス

に従事することができる。ま

た、その場合、随時訪問サー

ビスの提供に支障がないとき

は、随時訪問サービスを行う

訪問介護員等を置かなくても

よい。（人員、設備基準第３条

の４第７項、第８項）  

（★１）  

訪 問 看 護 を

行 う 看 護 師

等  

常勤換算法で２．５以上（人

員、設備基準第３条の４第１項

第４号）  

保健師・看護師・准看護師  

※うち１人以上は常勤の

保健師または看護師でな

ければならない。（人員、

設備基準第３条の４第９

項）  
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適当数（人員、設備基準第３

条の４第１項第４号）  

理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士  

計 画 作 成 責

任者  

当該事業所の訪問介護員等、

看護職員等のうち、１人以上（人

員、設備基準第３条の４第１１

項）  

看護師、介護福祉士、医師、

保健師、准看護師、社会福

祉士、介護支援専門員  

★１：介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種（介護・看護連携型の

場合は連携先の訪問看護事業所に配置される）  

 

種別  内   容  

事務室  事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設

け、利用申込の受付、相談等に対応する適切なスペースおよび

サービス提供に必要な設備・備品を備えること。（人員、設備

基準第３条の６）  

衛生設備  特に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備

に配慮する。（人員、設備基準第３条の３１第１項、第２項関

連）  

※ただし、支障がなければ当該他の事業所、設備等に備え付

けられた設備及び備品等を使用することも可。  

業務に  

必要な  

機器  

以下の機器を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させる

こと。（人員、設備基準第３条の６第２項）  

・利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる通信

機器（人員、設備基準第３条の６第２項第１号）  

  ※オペレーターが所有する端末機器から常時利用者の情

報にアクセスできる体制（インターネット等の通信技術

の活用の他、紙媒体での利用者ケース記録等が、随時更

新され事業所で一元的に管理されていること等も含む）

が確保されていれば、事業所で機器等を保有しなくても

可。（人員、設備基準第３条の６第２項）  

 ・随時適切に利用者からの情報を受けることができる通信機

器（オペレーションシステム等）（人員、設備基準第３条

の６第２項第２号）  

 ・利用者が適切にオペレーターにボタンを押す等により簡単

に通報できる端末機器（ケアコール端末等）  

  ※ただし利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行

うことができる場合は、利用者の家庭用電話や携帯電話

でも差し支えない。（人員、設備基準第３条の６第３項） 
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⑤介護・医療連携推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、地域の医療

関 係者、市職員または所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、

当該サービスについて知見を有する者等により構成される「介護・医療連

携推進会議」を設置し、概ね６ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況

等の報告、要望、助言等の聴取等を行う必要がある。（人員、設備基準第

３条の３７第１項）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係

る記載事項  

付表７－１  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を事業所所

在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項  

付表７－２  

 

○添付資料  

番号  資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

９  地域密着型サービス費の請求に関する事項   

１０  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  
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１１  役員の氏名等  参考様式９－２  

１２  介護・医療連携推進会議の構成員  参考様式１１－２  
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４ 地域密着型通所介護  

 日中、デイサービスセンターに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要

な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利

用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。  

 

①対象者 要介護１以上  

 

②定 員 １８人以下（介護保険法第８条第１７項、介護保険法施行規則第１０条の２）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  ・１人以上（常勤・専従）  

※通所介護事業所の管理上支障

が無い場合は、当該事業所の他

の職務に従事することができ

る。（人員、設備基準第２１条） 

 

生 活 相 談

員  

常勤換算法で１人以上（専従）  

（人員、設備基準第２０条第１号） 
 

看 護 師 又

は 准 看 護

師  

常勤換算法で１人以上（専従）  

（人員、設備基準第２０条第２号） 
 

従業者  

（ 介 護 ・

看 護 職

員）  

利用者が１５人以下の場合は常

勤換算法で１人以上  

利用者が１６人以上の場合は、１５

を超える部分の数を５で除して得

た数に１を加えた人数以上  

（人員、設備基準第２０条第３号）  

例：１９人の場合  

１５を超える数「１９－１５＝４」 

４÷５＝０．８  

０．８＋１＝１．８  

配置すべき人数は常勤換算法で  

１．８人以上  

 

・利用定員が１０人以下の場合は、

看護職員と介護職員の勤務時間
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合計数をサービス提供時間数で

除して得た数が１以上であれば

よい。  

（人員、設備基準第２０条第２項） 

例：提供時間８時間、看護職３時間

勤務、介護職５時間勤務  

（看護３時間＋介護５時間）＝提供

時間８時間なので基準を満たして

いる。  

・常時１人以上は通所介護業務に専

従でなければならない。（人員、

設備基準第２０条第３項）  

機 能 訓 練

指導員  

１人以上（人員、設備基準第２０

条第４号）  

・他の職務と兼務可（人員、設備基

準第２０条第６項）  

理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護師、准看

護師、柔道整復師、あん摩

マッサージ指圧師  

 

④設備に関する基準  

○構造設備の基準  

種別  内   容  

食堂及び機

能訓練室  

・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、３㎡×利用定員の数値以上の面積とする。（人員、設備

基準第２２条第２項第１号イ）  

・前述にかかわらず、食事の提供及び機能訓練の実施に支障

がない広さを確保できる場合は、同一の場所とすることが

できる。（人員、設備基準第２２条第２項第１号ロ）  

相談室  遮蔽物の設置等により相談内容が漏えいしないよう配慮さ

れていること（人員、設備基準第２２条第２項第２号）  

その他  ・静養室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに地域密着型通所介護の提供に

必要なその他の設備及び備品を備える。（人員、設備基準第

２２条第１項）  

  

⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね６

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取
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等を行う必要がある。（人員、設備基準第３４条）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項  付表９－１  

地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項（２

単位目以降）  

付表９－２  

 

 

○添付資料  

番号  資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  サービス提供実施単位一覧表  参考様式８  

９  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

１０  事業計画書  参考様式６－１  

１１  収支予算書（指定予定日から１年間のもの）  参考様式６－２  

１２  賃貸借契約書（写）  該当があれば提出  

１３  損害保険証書（写）   
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１４  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１５  役員の氏名等  参考様式９－２  

１６  運営推進会議の構成員  参考様式１１－１  

１７  介護給付費算定に係る体制等に関する届出   

１８  介護給付費算定に係る体制状況一覧   
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５ 認知症対応型通所介護（単独型・併設型）  

 認知症である利用者に、日中、デイサービスセンターに通ってもらい、食

事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで

提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の

軽減を図ります。  

 

①対象者 要介護１以上  

 

②定 員 １２人以下（人員、設備基準第４２条第４項）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  ・１人以上（常勤・専従）  

※管理上支障が無い場合は、当該

事業所の他の職務に従事する

ことができる。また、同一敷地

内にある他の事後湯所、施設等

の職務に従事することができ

る。（人員、設備基準第４３条

第１項）  

適切な当該介護を提供

するために必要な知識及

び経験を有する者であり、

厚生労働大臣の定める管

理者研修修了者（人員、設

備基準第４３条第２項）  

生 活 相 談

員  

１人以上（常勤・専従）  

（人員、設備基準第４２条第１項第

１号、第６項）  

 

看 護 師 又

は 准 看 護

師 又 は 介

護職員  

１人以上（常勤）（常時１人以上

は専従）  

（人員、設備基準第４２条第１項第

２号、第２項）  

・利用者の処遇に支障が無い場合

は、専従の職員を除き、他の単独

型・併設型認知症対応型通所介護

事業所の職員として従事するこ

とができる。（人員、設備基準第

４２条第３項）  

 

機 能 訓 練

指導員  

１人以上（人員、設備基準第４２

条第１項第３号）  

・他の職務と兼務可（人員、設備基

準第４２条第５項）  

理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護師、准看

護師、柔道整復師、あん摩

マッサージ指圧師  
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④設備に関する基準  

○構造設備の基準  

種別  内   容  

食堂及び機

能訓練室  

・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、３㎡×利用定員の数値以上の面積とする。（人員、設備

基準第４４条第２項第１号イ）  

・前述にかかわらず、食事の提供及び機能訓練の実施に支障

がない広さを確保できる場合は、同一の場所とすることが

できる。（人員、設備基準第４４条第２項第１号ロ）  

相談室  遮蔽物の設置等により相談内容が漏えいしないよう配慮さ

れていること。（人員、設備基準第４４条第２項第２号）  

その他  ・静養室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに単独型・併設型認知症対応型

通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品を備える。

（人員、設備基準第４４条第１項）  

  

⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね６

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取

等を行う必要がある。（人員、設備基準第６１条）  

（※人員、設備基準第３４条を準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型

通所介護事業所の指定に係る記載事項（単独型・併設

型）  

付表２－１  

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型

通所介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実

施する場合の記載事項  

付表２－３  
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○添付資料  

番号  資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  サービス提供実施単位一覧表  参考様式８  

９  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

１０  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１１  地域密着型介護サービス費の請求に関する事項   

１２  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１３  役員の氏名等  参考様式９－２  

 

 

  



26 

 

６ 認知症対応型通所介護（共用型）  

 認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所認知症、地域密着型介護老人福祉施設の居間や食堂、共同生活室におい

て、それらの施設の利用者や入所者と一緒に、認知症である利用者に日中、

通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓

練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利

用者の家族負担の軽減を図ります。  

 

①対象者 要介護１以上  

 

②定 員 ３人以下（人員、設備基準第４６条第１項）  

      

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

人員  共用型認知症対応型通所介護を

行う場所となる施設の利用者・入所

者の数と、当該共用型の利用者の数

を合計した数について、認知症対応

型共同生活介護又は地域密着型特

定施設入居者生活介護又は介護予

防認知症対応型共同生活介護の人

員基準を満たすために必要となる

数以上。  

（人員、設備基準第４５条第１項） 

 

管理者  ・１人以上（常勤・専従）  

※管理上支障が無い場合は、当該

事業所の他の職務に従事する

ことができる。また、同一敷地

内にある他の事後湯所、施設等

の職務に従事することができ

る。（人員、設備基準第４７条

第１項）  

適切な当該介護を提供

するために必要な知識及

び経験を有する者であり、

厚生労働大臣の定める管

理者研修修了者（人員、設

備基準第４７条第２項）  

 

④設備に関する基準  

認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護と設備

を共用するため、当該事業所独自の設備基準はありません。  
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⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね６

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取

等を行う必要がある。（人員、設備基準第６１条）  

（※人員、設備基準第３４条を準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型

通所介護事業所の指定に係る記載事項（共用型）  

付表２－２  

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型

通所介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実

施する場合の記載事項  

付表２－３  

 

○添付資料  

番号  資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  サービス提供実施単位一覧表  参考様式８  
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９  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

１０  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１１  地域密着型介護サービス費の請求に関する事項   

１２  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１３  役員の氏名等  参考様式９－２  
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７ 認知症対応型共同生活介護  

 認知症の要介護者が、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者が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に

するサービスです。  

 

①対象者 要介護１以上  

 

②定員等 ・１ユニット５人以上９人以下（人員、設備基準第９３条第２項）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  ユニットごとに常勤１人（専従）

（人員、設備基準第９１条第１

項）  

※当該ユニットの管理上支障

が無い場合は、当該ユニッ

トの他の職務又は同一敷地

内の他事業所等若しくは併

設されている小規模多機能

型居宅介護事業所若しくは

看護小規模多機能型居宅介

護事業所の業務に従事可。

（人員、設備基準第９１条

第１項）  

適切な認知症対応型共同生

活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別

養護老人ホーム等の職員又は

訪問介護員等として３年以上

認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であり、

厚生労働大臣の定める管理者

研修修了者（人員、設備基準

第９１条第２項）  

従業者  

（ 介 護 職

員）  

・従業者のうち、１人以上は常

勤であること。（人員、設備基

準第９０条第３項）  

 

日中  

入所者３人又はその端数を増

すごとに常勤換算法で１以上。

（人員、設備基準第９０条第１

項）  

 

資格要件は特になし。  

ただし、介護等に対する知

識、経験を有する者であるこ

とを原則とし、それ以外であ

っても研修の機会を確保する

等質の向上を図ること。  

 



30 

 

夜間および深夜  

１人以上＋  必要な数以上（人

員、設備基準第９０条第１項）  

計 画 作 成

担当者  

１人以上（うち一人は、介護

支援専門員の資格者であるこ

と）。（人員、設備基準第９０条

第５項、第６項、第７項）  

 

※介護支援専門員は、介護支

援専門員では無い他の計画

作成担当者の業務を監督す

るものとする。  

（人員、設備基準第９０条第８

項）  

・厚生労働省が定める研修を

修了している者（人員、設

備基準第９０条第６項）  

・介護支援専門員でない計画

作成担当者は、特別養護老

人ホームの生活相談員等、

その他の認知症である者の

介護サービスに係る計画の

作成実務経験者と認められ

る者（人員、設備基準第９

０条第９項）  

代表者  －  特別養護老人ホーム、介護

老人保健施設、介護医療院等

の従業者、訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従

事した者若しくは、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

する者であって、厚生労働省

大臣が定める研修修了者、又

は保健師若しくは看護師。（人

員、設備基準第９２＾*￥条） 

 

④設備に関する基準  

○構造設備の基準  

種別  内   容  

構造  ユニット（共同生活住居）を有するものとし、その数は１

又は２とする。ただし、地域の実情により効率的運営に必要

と認められる場合は、１の事業所におけるユニットの数を３

とすることができる。（人員、設備基準第９３条第１項）  

居室  ・１の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者へのサー

ビスの提供上必要と認められる時は２人とすることができ

る。（人員、設備基準第９３条第３項）  

・居室の床面積は７．４３㎡以上とすること。（人員、設備基
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準第９３条第４項）  

その他  ・居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な

設備を設けるものとする。（人員、設備基準第９３条第２項） 

・居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。（人員、

設備基準第９３条第５項）  

 

・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

図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族

や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるように

すること。（人員、設備基準第９３条第６項）  

 

⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね２

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取

等を行う必要がある。（人員、設備基準第６１条）  

（※人員、設備基準第３４条を準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項  

付表４  

 

○添付資料  

番号  資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  
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４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

９  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１０  
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等

との連携体制及び支援体制の概要  
 

１１  地域密着型介護サービス費の請求に関する事項   

１２  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１３  役員の氏名等  参考様式９－２  

１４  介護支援専門員の氏名等  参考様式１０  

１５  運営推進会議の構成員  参考様式１１－１  
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８ 看護小規模多機能型居宅介護  

 小規模多機能型居宅介護（※１）に訪問看護サービスが追加されたもので

す。  

※１  小規模多機能型居宅介護  

 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」

や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の

下で日常生活上の支援（入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の

世話）や機能訓練（リハビリテーション）を行います。  

 

①対象者 要介護１以上  

 

②定員等 ・１事業所のサービス登録者数は２９人以下（サテライト型の場

合は１８人以下）（人員、設備基準第１７４条第１項）  

・【通い】登録定員の２/１から概ね１５人まで。ただし、登録定

員  

   が２５人を超える場合は下表の利用定員まで。（人員、設

備基準第１７４条第２項第１号）  

登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  

２８人  １７人  

２９人  １８人  

・【宿泊】通いサービスの利用定員の１ /３から９人まで  

（人員、設備基準第１７４条第２項第２号）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  常勤１人（兼務可（※））（人員、

設備基準第１７２条第１項）  

※当該事業所の管理上支障が

無い場合は、当該事業所の

他の職務又は当該事業所に

併設されている下記の事業

所の業務に従事可。（人員、

設 備 基 準 第 １ ７ ２ 条 第 １

項）  

特別養護老人ホーム等の職

員又は訪問介護員等として３

年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者で

あり、厚生労働大臣の定める

管理者研修修了者（人員、設

備基準第１７２条第３項）  
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・認知症対応型共同生活介護  

・地域密着型特定施設  

・指定地域密着型介護老人福

祉施設  

・指定介護療養型医療施設  

※当該事業所の管理上支障

が無い場合は、当該事業

所の他の業務に従事可。

（人員、設備基準第１７

２条第１項）  

従業者  

（ 介 護 ・

看 護 職

員）  

・従業者のうち、１人以上は常

勤の保健師又は看護師である

こと。（人員、設備基準第１７

１条第３項）  

・従業者のうち、常勤換算法で

２．５人以上は保健師、看護

師又は准看護師であること。

（人員、設備基準第１７１条

第４項）  

・通い及び訪問サービスの提供

に当たる従業者のうち、１人

以上は看護師又は准看護師で

あ る こと （ 常 勤 で な く ても

可）。（人員、設備基準第１７

１条第５項）  

日中  

①通いサービス  

利用者３人又はその端数を増

すごとに常勤換算で１以上（人

員、設備基準第１７１条第１項） 

※利用者の数は前年度の平均

値を用いるが、新規指定の

場合は推定数による。（人

員、設備基準第１７１条第

２項）  

②訪問サービス  

常勤換算で２以上（人員、設

備基準第１７１条第１項）  

夜間および深夜  

１人以上＋宿直  必要な数以上

資格要件は特になし。  

ただし、介護等に対する知

識、経験を有する者であるこ

とを原則とし、それ以外であ

っても研修の機会を確保する

等質の向上を図ること。  
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（人員、設備基準第１７１条第

１項）  

※ただし、宿泊利用者がいな

く、夜間及び深夜の訪問サ

ービスを提供するための必

要な体制が整備されている

ときは、夜間の勤務並びに

宿直者を置かないことがで

きる。（人員、設備基準第１

７１条第６項）  

介 護 支 援

専門員  

１人  

※常勤でなくても可  

※利用者の処遇に支障がない

場合は、当該事業所の他の

業務に従事し、又は当該事

業所に併設する下記の事業

所に従事可  

・認知症対応型共同生活介護  

・地域密着型特定施設  

・指定地域密着型介護老人福

祉施設  

・指定介護療養型医療施設  

（人員、設備基準第１７１条第

１１項）  

厚生労働省が定める研修を

修了している者（人員、設備

基準第１７１条第１２項）  

代表者  －  特別養護老人ホーム、介護

老人保健施設、介護医療院等

の従業者、訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従

事した者若しくは、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

する者であって、厚生労働省

大臣が定める研修修了者、又

は保健師若しくは看護師。（人

員、設備基準第１７３条）  

 

④設備に関する基準  

○施設に備える設備  

種別  内   容  
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居間・  

食堂  

その機能を十分に発揮し得る適当な広さ（人員、設備基準第１

７５条第２項第１号）  

宿泊室  ・宿泊室１室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必

要と認められる場合は、２人とすることができる。（人員、設

備基準第１７５条第２項第２号イ）  

・宿泊室１室の床面積が１人当たり７．４３㎡（約４．５畳）以

上確保。ただし、当該事業所が病院又は診療所である場合であ

って定員が１人である宿泊室の床面積は６．４㎡以上とするこ

とができる（人員、設備基準第１７５条第２項第２号ロ）  

※宿泊専用の個室以外の宿泊室を設ける場合、概ね７．４３㎡

に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を

乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプ

ライバシーが確保されたものでなければならない。（人員、

設備基準第１７５条第２項第２号ハ）  

その他  ・浴室、消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備  

・消防法その他の法令等に規定された設備  

 

⑤運営推進会議  

○当該事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治医の指示に基づき適切な看

護サービスが提供されるよう、必要な官営をしなければならない。（人員、

設備基準第１７８条第１項）  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて知

見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね２ヶ月

に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取等を行

う必要がある。（人員、設備基準第１８２条）（※人員、設備基準第３４条を

準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記

載事項  

付表８－１  

看護小規模多機能型居宅介護事業所を事業所在地以

外の場所で一部実施する場合の記載事項  

付表８－２  

サテライト型を開設

する場合  
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○添付資料  

番号    資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

６  運営規程   

７  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

８  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

９  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１０  
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等

との連携体制及び支援体制の概要  
 

１１  地域密着型介護サービス費の請求に関する事項   

１２  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１３  役員の氏名等  参考様式９－２  

１４  介護支援専門員の氏名等  参考様式１０  

１５  保健師、看護師又は准看護師の資格証の写し   

１６  運営推進会議の構成員  参考様式１１－１  
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９ 地域密着型特定施設入居者生活活介護  

 入所定員３０人未満の有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設、

その入居者が要介護者とその家族等に限られるもので、介護が必要な入居者

に、入浴や食事等の日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話等を提供

します。  

 

①対象者 要介護１以上（介護保険法第８条第２１項）  

 

②定員等 ２９人以下（介護保険法第８条第２１項）  

 

③人員基準  

職種  勤務形態および員数  必要資格  

管理者  １人（専従・常勤）  

※次の要件を満たしている場合、

兼務可  

・事業所の管理上支障がない。  

・兼務する職務が、当該施設の他

の職務又は同一敷地内にある

他の事業所・施設等の職務若し

くは併設する小規模多機能型

居宅介護事業所、看護小規模多

機能型居宅介護事業所の職務。

（人員、設備基準第１１１条） 

社会福祉主事任用資格、社

会福祉士、精神保健福祉

士、介護支援専門員、介護

福祉士、社会福祉事業に２

年以上従事した者、その他

これらと同等以上の能力

を有すると認められる者。 

生 活 相 談

員  

常勤１人以上（人員、設備基準  

第１１０条第１項第１号）  

社会福祉主事任用資格、社

会福祉士、精神保健福祉

士、介護支援専門員、介護

福祉士、その他これらと同

等以上の能力を有すると

認められる者。  

従業者  

（ 介 護 ・

看 護 職

員）  

・従業者のうち、看護職員及び介護

職員は、それぞれ１人以上は常勤

であること。（人員、設備基準第

１１０条第１項第２号イ）（人員、

設備基準第１１０条第４項）  

・入所者３人又はその端数を増すご

とに常勤換算法で１以上（人員、

設備基準第１１０条第１項第２
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号イ）  

※利用者の数は前年度の平均値

を用いるが、新規指定の場合は

推定数による。（人員、設備基

準第１１０条第２項）  

※入所者の処遇に支障がない場

合は、当該施設及び同一敷地内

の他事業所等の他の職務に従

事することができる。（人員、

設備基準第１１０条第８項）  

・看護職員の数は、常勤換算方法で、

１以上とすること。（人員、設備

基準第１１０条第１項第２号ロ） 

・常に１以上の介護職員が確保され

ること。（人員、設備基準第１１

０条第１項第２号ハ）  

機 能 訓 練

指導員  

１人以上（当該施設及び同一敷地

内の他事業所等の他の職務に従事

することができる。）（人員、設備基

準第１１０条第１項第３号）（人員、

設備基準第１１０条第５項）（人員、

設備基準第１１０条第８項）  

理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護師、准看

護師、柔道整復師、あん摩

マッサージ指圧師  

介 護 支 援

専門員  

１人以上（専従）（人員、設備基

準第１１０条第１項第４号）  

※入所者の処遇に支障がない場

合は、当該施設及び同一敷地内

の他事業所等の他の職務に従

事することができる。（人員、

設備基準第 １１ ０ 条第６項）

（人員、設備基準第１１０条第

８項）  

 

 

④設備に関する基準  

○構造設備の基準  

種別  内   容  

構造  建築基準法、消防法の定める基準に準ずること。（人員、設

備基準第１１２条第７項）  

廊下  利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造

を有すること。（人員、設備基準第１１２条第５項）  
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居室  ・１の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者へのサー

ビスの提供上必要と認められる時は２人とすることができ

る。（人員、設備基準第１１２条第４項第１号イ）  

・プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さで

あること。（人員、設備基準第１１２条第４項第１号ロ）  

・地階に設けてはならないこと。（人員、設備基準第１１２条

第４項第１号ハ）  

・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直

接面して設けること。（人員、設備基準第１１２条第４項第

１号ニ）  

一時介護室  ・一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生

活介護を行うための部屋を設けること。  

 ※他に利用者を一時的に移して介護を行うための部屋が確

保されている場合にあっては、一時介護室を設けなくても

よい。（人員、設備基準第１１２条第３項）  

・介護を行うための適当な広さを有すること。（人員、設備基

準第１１２条第４項第２号）  

トイレ  ・トイレを設けること。（人員、設備基準第１１２条第３項） 

・居室のある階ごとに設け、非常用設備を備えること。（人員、

設備基準第１１２条第４項第４号）  

浴室  ・浴室を設けること。  

 ※同一敷地内にある他事業所等の浴室を利用できる場合に

あっては、浴室を設けなくてもよい。（人員、設備基準第

１１２条第３項）  

・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

（人員、設備基準第１１２条第４項第３号）  

食堂  ・食堂を設けること。  

 ※同一敷地内にある他事業所等の食堂を利用できる場合に

あっては、浴室を設けなくてもよい。（人員、設備基準第

１１２条第３項）  

・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。（人員、

設備基準第１１２条第４項第５号）  

機能訓練室  ・機能訓練室を設けること。  

 ※同一敷地内にある他事業所等の浴室を利用できる場合に

あっては、機能訓練室を設けなくてもよい。（人員、設備

基準第１１２条第３項）  

・機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。（人員、

設備基準第１１２条第４項第６号）  

防災設備  ・建物（入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を

除く）は、耐火建築物又は準耐火建築物とする。  
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（人員、設備基準第１１２条第１項）  

・前述にかかわらず、市長が木造かつ平屋建ての建物につい

て、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の

意見を聴いて、下記のいずれかの要件を満たす場合は、指

定地域密着型特定施設の建物とすることができる。  

 ①スプリンクラー設備の設置、天井用の内装材への難燃性

材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所

における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の

抑制に配慮した構造であること。  

 ②非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の

体制が整備されており、円滑な消化活動が可能なもので

あること。  

 ③避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有

する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造で

あり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員

を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能

なものであること。  

 （人員、設備基準第１１２条第２項）  

その他  ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるこ

と。（人員、設備基準第１１２条第６）  

  

⑤運営推進会議  

○運営にあたっては、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市職員また

は所在区域を管轄する地域包括支援センター職員、当該サービスについて

知見を有する者等により構成される「運営携推進会議」を設置し、概ね２

ヶ月に１回以上開催し、サービス提供状況等の報告、要望、助言等の聴取

等を行う必要がある。（人員、設備基準第１２９条）  

（※人員、設備基準第３４条を準用）  

 

⑥事業所の指定に必要な書類  

○市指定条例に定められた様式  

様式名  備考  

指定申請書  第１号様式  

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に

係記載事項  

付表５  
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○添付資料  

番号    資料名称  備考  

１  
申請書の定款、寄付行為等及びその登記事項証

明書又は条例等  
 

２  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

３  管理者の経歴  参考様式２  

４  事業所の平面図  参考様式３  

５  居室面積等一覧表   

６  設備・備品等に係る一覧表  参考様式５  

７  運営規程   

８  
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置

の概要  
参考様式７  

９  当該申請に係る資産の状況  参考様式３  

１０  
協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の

内容  
 

１１  地域密着型介護サービス費の請求に関する事項   

１２  
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１

２第２項各号に該当しないことを誓約する書類  
参考様式９－２  

１３  役員の氏名等  参考様式９－２  

１４  介護支援専門員の氏名等  参考様式１０  

１５  運営推進会議の構成員  参考様式１１－１  
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１０ 資料  

①事業所指定申請様式（参考様式）  

参考様式１  
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参考様式２  
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参考様式２－１  
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参考様式２－２  
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参考様式２－３  
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参考様式２－４  
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参考様式３  
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参考様式４  
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参考様式５  
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参考様式６－１  
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参考様式６－２  
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参考様式７  
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参考様式８  
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参考様式９－２  
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参考資料１０  
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参考資料１１－１  
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参考資料１１－２  
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富里市 健康福祉部 

高齢者福祉課 介護保険班 

 

電話 ０４７６－９３－４９８０（班直通）  

Mail kourei@city.tomisato.lg.jp 


