
３ 
介護予防通所サービス 
（人員、設備、運営の基準） 

基準要綱 基準要綱の考え方 

第１節 基本方針 

第４０条 

指定第１号事業に該当する介護予防通所サービス

（以下「指定介護予防通所サービス」という。）の事業

は、既に通所サービスを利用し、通所サービスの利用

の継続が必要な場合や、多様なサービスの利用が難し

い場合、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行

うことで改善・維持が見込まれる場合であって、その

利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえな

がら多様なサービスの利用を促進すると共に、通所介

護と同様のサービスである生活機能の維持の向上のた

めの機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４１条  

指定介護予防通所サービスの事業を行う者（以下「指

定介護予防通所サービス事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定介護予防通所サービス事業

所」ごとに置くべき従業者（介護予防通所サービス従

業者という。）の員数は次のとおりとする。 

（１）生活相談員 指定介護予防通所サービスの提供 

日ごとに、指定介護予防通所サービスを提供してい 

る時間帯に生活相談員（専ら当該指定介護予防通所 

サービスの提供に当たる者に限る。）が勤務している 

時間数の合計を当該指定介護予防通所サービスを提 

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員数 

（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。） 指定介護予防通所サービスの単

位ごとに、専ら当該指定介護予防通所サービスの提

供に当たる看護職員が１人以上確保されるために必

要と認められる員数 

（３）介護職員 指定介護予防通所サービスの単位ご

とに、当該指定介護予防通所サービスを提供してい

る時間帯に介護職員（専ら当該指定介護予防通所サ

ービスの提供に当たる者に限る。）が勤務している時

１人員に関する基準 

（従業者の員数） 

（１）従業者の員数 

① 指定介護予防通所サービスの単位とは、同時に、

一体的に提供される指定介護予防通所サービスをい

うものであり、例えば、次のような場合には、2 単

位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業

者を確保する必要がある。 

イ 指定介護予防通所サービスが同時に一定の距離

を置いた2つの場所で行われ、これらのサービス

の提供が一体的に行われているといえない場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定介護予

防通所サービスを提供する場合 

また、利用者ごとに策定した介護予防通所サー

ビス計画に位置づけられた内容の介護予防通所サ

ービスが一体的に提供されていると認められる場

合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対

して通所サービスを行うことも可能である。なお、

同時一体的に行われているとは認められない場合

は、別単位となることに留意すること。 

② 〈従業者の員数〉第1項第1号の生活相談員、同

項第3号の介護職員及び同条第2項の看護職員又は

介護職員の人員配置については、当該職種の従業員

がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計(以下
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間数の合計数を当該指定介護予防通所サービスを提

供している時間数（次項において「提供単位時間数」

という。）で除して得た数が利用者（当該指定介護予

防通所サービス事業者が指定通所介護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第 100 条第１項に規定す

る指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）若しくは

指定地域密着型通所介護事業者（指定地域密着型サ

ービス等基準条例第 60 条の 3 第１項に規定する指

定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。）又

は介護予防通所介護事業者（旧指定介護予防サービ

ス等基準条例第 98 条第１項に規定する指定介護予

防通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防通所サービスの事業と

指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第 99

条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事

業若しくは指定地域密着型通所介護（指定地域密着

型サービス等基準条例第 60 条の２に規定する指定

地域密着型通所介護をいう。以下同じ。）の事業又は

指定介護予防通所介護（旧指定介護予防サービス等

基準条例第 97 条に規定する指定介護予防通所介護

をいう。以下同じ。）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あっては、当該事

業所における指定介護予防通所サービス、指定通所

介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定介護

予防通所介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が15人までの場合にあっては１以上、

利用者の数が 15 人を超える場合にあっては 15 人

を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた

数以上確保されるために必要と認められる員数 

（４）機能訓練指導員 指定介護予防通所サービスの

単位ごとに１人以上 

２ 当該指定介護予防通所サービス事業所の利用定員 

（当該指定介護予防通所サービス事業所について同時 

に指定介護予防通所サービスの提供を受けることがで 

きる利用者の数の上限をいう。以下同じ。）が10人以 

下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、 

看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通所サ 

ービスの単位ごとに、当該指定介護予防通所サービス 

を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いず 

れも専ら当該指定介護予防通所サービスの提供に当た 

る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単 

位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必 

要と認められる員数とすることができる。 

３ 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予

防通所サービスの単位ごとに、第１項第３号の介護職

員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護

職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。）を、

常時１人以上当該指定介護予防通所サービスに従事さ

せなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員

「勤務延時間数」という。)を提供時間数で除して得

た数が基準において定められた数以上となるよう、

勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必

要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者

の員数は問わないものである。 

③ 生活相談員については、指定介護予防通所サービ

スの単位の数にかかわらず、次の計算式のとおり指

定介護予防通所サービス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 

例えば、1 単位の指定介護予防通所サービスを実

施している事業所の提供時間数を 6 時間とした場

合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数であ

る6時間で除して得た数が1以上となるよう確保す

ればよいことから、従業者の員数にかかわらず6時

間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例

えば午前9時から正午、午後1時から午後6時の2

単位の指定介護予防通所サービスを実施している事

業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間

は午前 9時から午後6時(正午から午後1時までを

除く。)となり、提供時間数は8時間となることから、

従業者の員数にかかわらず8時間の勤務延時間数分

の配置が必要となる。 

なお、指定介護予防通所サービス事業所が、利用

者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の

指定事業者、地域の住民活動等と連携し、指定介護

予防通所サービス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。 

④ 〈従業者の員数〉第1項第3号にいう介護職員(第

2 項の適用を受ける場合の看護職員又は介護職員を

含む。以下⑤について同じ。)については、指定介護

予防通所サービスの単位ごとに、提供時間数に応じ

た配置が必要となるものであり、確保すべき勤務延
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は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護

予防通所サービスの単位の介護職員として従事するこ

とができる。 

５ 前各項の「指定介護予防通所サービスの単位」と

は、指定介護予防通所サービスであってその提供が同

時に 1 人又は複数の利用者に対して一体的に行われる

ものをいう。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営 

むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う 

能力を有する者とし、当該指定介護予防通所サービス 

事業所の他の職務に従事することができる。 

７ 第１項の生活相談員又は同項第３号の介護職員の

うち１人以上は、常勤でなければならない。 

８ 指定介護予防通所サービス事業者が指定通所介護 

事業者若しくは指定地域密着型通所介護事業者又は指 

定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、 

指定介護予防通所サービスの事業と指定通所介護の事 

業若しくは指定地域密着型通所介護の事業又は指定介 

護予防通所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、指定居宅サービ 

ス等基準条例第100条第１項から第７項までに規定 

する人員に関する基準若しくは指定地域密着型サービ 

ス等基準条例第60条の３第１項から第７項までに規 

定する人員に関する基準又は旧指定介護予防サービス 

等基準条例第98条第１項から第７項までを満たすこ 

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているも 

のとみなす。 

時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用

者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数

とは、当該単位における平均提供時間数(利用者ごと

の提供時間数の合計を利用者数で除して得た数)とす

る。 

(確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式) 

・利用者数15人まで 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数=平均提供時間数 

・利用者数16人以上 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数=((利用者数－15)

÷5+1)×平均提供時間数 

※平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷

利用者数 

例えば、利用者数18人、提供時間数を5時間と

した場合、(18-15)÷5+1=1.6 となり、5時間の勤

務時間数を1.6 名分確保すればよいことから、従業

員の員数にかかわらず、5×1.6=8 時間の勤務延時

間数分の人員配置が必要となる。 

なお、介護職員については、指定介護予防通所サ

ービスの単位ごとに常時1名以上確保することとさ

れているが、これは、介護職員が常に確保されるよ

う必要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、

計算式により算出した確保すべき勤務延時間数が、

当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了

時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時

1 名以上が確保されるよう配置を行う必要があるこ

とに留意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場

合は他の指定介護予防通所サービスの単位の介護職

員として従事することができるとされたことから、

例えば複数の単位の指定介護予防通所サービスを同

じ時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員

等が常に1名以上確保されている限りにおいては、

単位を超えて柔軟な配置が可能である。 

⑤ 看護職員については、提供時間帯を通じて専従す

る必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じ

て指定介護予防通所サービス事業所と密接かつ適切

な連携を図るものとする。 

また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの

連携により、看護職員が指定通所サービス事業所の

営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、

診療所、訪問看護ステーションと指定通所サービス

事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を

図っている場合には、看護職員が確保されているも

のとする。 

なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定介護予防

通所サービス事業所へ駆けつけることができる体制

や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること

である。 

⑥ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定介護
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予防通所サービスについての利用者の数又は利用定

員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定

員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうも

のである。従って、例えば、1 日のうちの午前の提

供時間帯に利用者 10 人に対して指定介護予防通所

サービスを提供し、午後の提供時間帯に別の利用者

10 人に対して指定介護予防通所サービスを提供す

る場合であって、それぞれの指定介護予防通所サー

ビスの定員が 10 人である場合には、当該事業所の

利用定員は 10 人、必要となる介護職員は午前午後

それぞれにおいて利用者 10 人に応じた数というこ

ととなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利

用者の数が合算されるものではない。 

⑦ 同一事業所で複数の単位の指定介護予防通所サー

ビスを同時に行う場合であっても、常勤の従業者は

事業所ごとに確保すれば足りるものである(＜従業者

の員数＞関係)。 

（２）生活相談員 

生活相談員については、特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 46

号)第 5 条第 2 項に定める生活相談員に準ずるもの

である。 

（３）機能訓練指導員 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」

とは、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

格を有する者とする。また、機能訓練指導員は指定

介護予防通所サービスの提供に当たっては利用者の

介護予防通所サービス計画に定められた機能訓練を

適切に実施できるよう、必要な配置を行わなければ

ならないものとする。 

（管理者） 

第4２条  

指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介

護予防通所サービス事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防通所サービス事業所の他の職務

に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事させることができる。 

（管理者） 

指定介護予防通所サービス事業所の管理者は常勤で

あり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に

従事するものとする。ただし、以下の場合であって、

当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務

を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、

介護予防通所サービス従業者である必要はないもので

ある。 

① 当該指定介護予防通所サービス事業所の介護予防

通所サービス従業者としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、

特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められ

る範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該

他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職
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務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の

事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業

所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設

される入所施設において入所者に対しサービス提供

を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理

業務に支障があると考えられる。 

ただし、施設における勤務時間が極めて限られて

いる職員である場合等、個別に判断の上、例外的に

認める場合があっても差し支えない。 

第３節 設備に関する基準 

第4３条  

指定介護予防通所サービス事業所は、食堂、機能訓

練室、静養室、相談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指定

介護予防通所サービスの提供に必要なその他の設備及

び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設

備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

（１）食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、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平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所

とすることができる。 

（２）相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏

えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定介護予防

通所サービスの事業の用に供するものでなければなら

ない。ただし、利用者に対する指定介護予防通所サー

ビスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

２設備に関する基準 

（設備及び備品等） 
（１）事業所 

  事業所とは、指定介護予防通所サービスを提供す

るための設備及び備品を備えた場所をいう。原則と

して一の建物につき、一の事業所とするが、利用者

の利便のため、利用者に身近な社会資源(既存施設)

を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向

いて指定介護予防通所サービスを提供する場合につ

いては、これらを事業所の一部とみなして設備基準

を適用するものである。 

（２）食堂及び機能訓練室 

① 指定介護予防通所サービス事業所の食堂及び機能

訓練室(以下「指定介護予防通所サービスの機能訓練

室等」という。)については、3平方メートルに利用

定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、

指定介護予防通所サービスが原則として同時に複数

の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑

み、狭隆な部屋を多数設置することにより面積を確

保すべきではないものである。ただし、指定介護予

防通所サービスの単位をさらにグループ分けして効

果的な指定介護予防通所サービスの提供が期待され

る場合はこの限りではない。 

② 指定介護予防通所サービスの機能訓練室等と、指

定介護予防通所サービス事業所と併設の関係にある

医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハ

ビリテーションを行うためのスペースについては、

以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋

等であっても差し支えないものとする。 

イ 当該部屋等において、指定介護予防通所サービ

スの機能訓練室等と指定通所リハビリテーション

を行うためのスペースが明確に区分されているこ

と。 

ロ 指定介護予防通所サービスの機能訓練室等とし

て使用される区分が、指定介護予防通所サービス 

の設備基準を満たし、かつ、指定介護予防通所リ

ハビリテーションを行うためのスペースとして使

用される区分が、指定介護予防通所リハビリテー

ションの設備基準を満たすこと。 



基準要綱 基準要綱の考え方 

４ 指定介護予防通所サービス事業者が指定通所介護 

事業者若しくは指定地域密着型通所介護事業者又は指 

定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、 

指定介護予防通所サービスの事業と指定通所介護若し 

くは指定地域密着型通所介護又は指定介護予防通所介 

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、指定居宅サービス等基準条例 

第 102条第１項から第３項若しくは指定地域密着型 

サービス等基準条例第60条の５第１項から第３項又 

は指定介護予防サービス等基準条例第100条第１項 

から第３項までに規定する設備に関する基準を満たす 

ことをもって、第１項から第３項までに規定する基準 

を満たしているものとみなす。 

③ 次に掲げる面積については、指定介護予防通所サ

ービスの機能訓練室等の面積から除外しなければな

らないものである。 

 イ 棚、靴箱、荷物ロッカー（利用者用を含む）、洗

面台、冷蔵庫、電子レンジ及び洗濯機等の機能訓

練に資すると想定されない設備が設置されている

面積 

 ロ 台所周辺の調理に要する面積 

 ハ 当該指定介護予防通所サービス事業所の他の単

位、または他の事業所、施設等と同一敷地内にあ

る場合であって当該他事業所の利用者、職員が日

常的に通行を行う動線に係る面積 

（３）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

  消火設備その他の非常災害に際して必要な設備と

は、消防法その他の法令等に規定された設備を示し

ており、それらの設備を確実に設置しなければなら

ないものである。また、新規に指定を受ける場合は

消防法その他の法令等に規定された届出等を確実に

行わなければならないものである。 

（４）指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護

予防通所サービスに必要な次の設備及び備品等を確

保するものとする。 

イ 鍵つきの書庫  

ロ 手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要

な設備 

ハ その他必要な設備及び備品等 

ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある

場合であって、指定介護予防通所サービスの事業又

は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合

は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備

及び備品等を使用することができるものとする。な

お、設備及び備品等については、必ずしも事業者が

所有している必要はなく、貸与を受けているもので

あっても差し支えない。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意）

第５７条 （第９条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防 

通所サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用

３運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意）

〈内容及び手続の説明及び同意〉は、指定介護予防 

通所サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護



基準要綱 基準要綱の考え方 

申込者又はその家族に対し、第 4７条に規定する運営

規程の概要、介護予防通所サービス従業者の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、利用申込者 

又はその家族からの申出があった場合には、前項の規 

定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところ 

により、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、 

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使 

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で 

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的 

方法」という。）により提供することができる。この場 

合において、当該指定介護予防通所サービス事業者は、 

当該文書を交付したものとみなす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又は

イに掲げるもの 

ア 指定介護予防通所サービス事業者の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接

続する電気通信回線を通じて前項に規定する重要事

項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防通所サービス事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録された前項

に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法

による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出

をする場合にあっては、指定介護予防通所サービス

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルにその旨を記録する方法） 

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これ

らに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方

法 

３ 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家 

族がファイルに記録された事項を出力することにより 

文書を作成することができるものでなければならな 

い。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定 

介護予防通所サービスの使用に係る電子計算機と利用 

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気 

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

予防通所サービスを提供するため、その提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

当該指定介護予防通所サービス事業所の運営規程の概

要、介護予防通所サービス従業者の勤務体制、事故発

生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービ

スを選択するために必要な重要事項について、わかり

やすい説明書やパンフレット等(当該指定介護予防通所

サービス事業者が、他の介護保険に関する事業を併せ

て実施している場合、当該パンフレット等について、

一体的に作成することは差し支えないものとする。)の

文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所か

ら指定介護予防通所サービスの提供を受けることにつ

き同意を得なければならないこととしたものである。

なお、当該同意については、利用者及び指定介護予防

通所サービス事業者双方の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である。 



基準要綱 基準要綱の考え方 

５ 指定介護予防通所サービス事業者は、電磁的方法 

により第1項に規定する重要事項を提供しようとする 

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に 

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内 

容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ 

ばならない。 

（１）第２項各号に掲げる方法のうち指定介護予防通

所サービス事業者が使用するもの 

（２）ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防通所サ 

ービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文 

書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け 

ない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はそ 

の家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電 

磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用 

申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をし 

た場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第５７条（第１０条準用）  

指定介護予防通所サービス事業者は、正当な理由なく

指定介護予防通所サービスの提供を拒んではならな

い。 

（提供拒否の禁止） 

〈提供拒否の禁止〉は、指定介護予防通所サービス 

事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなけ

ればならないことを規定したものであり、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

ことを禁止するものである。【中略)】提供を拒むことの

できる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現

員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者

の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外であ

る場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定介護

予防通所サービスを提供することが困難な場合であ

る。 

（サービス提供困難時の対応） 

第５７条（第１１条準用）  

指定介護予防通所サービス事業者は、当該指定介護

予防通所サービス事業所の通常の事業の実施地域（当

該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をい

う。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適

切な指定介護予防通所サービスを提供することが困難

であると認める場合は、当該利用申込者に係る地域包

括支援センターへの連絡、適当な他の指定介護予防通

所サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速や

かに講じなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

指定介護予防通所サービス事業者は、〈提供拒否の禁 

止〉の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切 

な指定介護予防通所サービスを提供することが困難で

あると認めた場合には、＜サービス提供困難時の対応

＞により、当該利用申込者に係る地域包括支援センタ

ーへの連絡、適当な他の指定介護予防通所サービス事

業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけ

ればならないものである。 

（受給資格等の確認） 

第５７条（第１２条準用） 

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

（受給資格等の確認） 

①〈受給資格等の確認）第１項は、指定介護予防通所

サービスの利用に係る費用につき第１号事業支給費

を受けることができるのは、要支援認定を受けてい



基準要綱 基準要綱の考え方 

通所サービスの提供を求められた場合は、その提供を

求める者から提示された被保険者証（法第 12 条第３

項の被保険者証をいう。以下同じ。）によって、被保険

者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及び要

支援認定の有効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、前項の被保

険者証に、法第 73 条第２項の規定により認定審査会

意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に

配慮して、指定介護予防訪問サービスを提供するよう

努めなければならない。 

る被保険者又は事業対象者に限られるものであるこ

とを踏まえ、指定介護予防通所サービス事業者は、

指定介護予防通所サービスの提供の開始に際し、利

用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、

要支援認定又は事業対象者の該当の有無及び要支援

認定の有効期間を確かめなければならないこととし

たものである。 

②〈受給資格等の確認〉第 2 項は、利用者の被保険者

証に、第１号事業の適切かつ有効な利用等に関し当

該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見

が記載されているときは、指定介護予防通所サービ

ス事業者は、これに配慮して指定介護予防通所サー

ビスを提供するように努めるべきことを規定したも

のである。 

（心身の状況等の把握） 

第５７条（第１３条準用）  

指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域

包括支援センターが開催するサービス担当者会議（サ

ービス事業に関する知識を有する職員が介護予防サー

ビス・支援計画書（介護予防ケアマネジメントによる

支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計

画をいう。以下同じ。）の作成のために介護予防サービ

ス・支援計画書の原案に位置付けたサービス事業の担

当者を招集して行う会議をいう。以下同じ）等を通じ

て、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保

健医療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

（地域包括支援センターとの連携） 

第５７条（第１４条準用） 

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービスを提供するに当たっては、地域包括支援

センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携の確保に努めなければなら

ない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予

防通所サービスの提供の終了に際しては、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

用者に係る地域包括支援センター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

との密接な連携の確保に努めなければならない。 

（第 1 号事業支給費を受けるための援助）



基準要綱 基準要綱の考え方 

第５７条（第１５条準用） 

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又

はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画書の

作成を地域包括支援センターに依頼する旨を市町村に

対し届け出ること等により、第１号事業支給費の支給

を受けることができる旨を説明すること、地域包括支

援センターに関する情報を提供することその他の第１

号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わ

なければならない。 

（介護予防サービス・支援計画書に沿っ

たサービスの提供） 

第５７条（第１６条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、介護予防サー

ビス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画

に沿った指定介護予防通所サービスを提供しなければ

ならない。 

（介護予防サービス・支援計画書等の変

更の援助） 

第５７条（第１７条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、利用者が介護

予防サービス計画・支援計画書の変更を希望する場合

は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡

その他の必要な援助を行わなければならない。 

（介護予防サービス・支援計画書等の変

更の援助） 

〈介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助〉は、 

指定介護予防通所サービスを法第 115条の45の３ 

第３項の規定により利用者に代わって第１号事業支給 

費に係る支払いを受けるサービスとして提供するため 

には当該指定介護予防通所サービスが介護予防サービ 

ス・支援計画書に位置付けられている必要があること 

を踏まえ、指定介護予防通所サービス事業者は、利用 

者が当該の変更を希望する場合(利用者の状態の変化等 

により追加的なサービスが必要となり、当該サービス 

を法第 115条の45の３第３項の規定により利用者 

に代わって第１号事業支給費に係る支払いを受けるサ 

ービスとして行う等のために介護予防サービス・支援 

計画書の変更が必要となった場合で、指定介護予防通 

所サービス事業者からの当該変更の必要性の説明に対 

し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利用者に係 

る地域包括支援センターへの連絡、サービスを追加す 

る場合に当該サービスを法第 115条の45の３第３ 

項の規定により利用者に代わって第１号事業支給費に 

係る支払いを受けるサービスとして利用する場合には 

支給限度額の範囲内で介護予防サービス・支援計画書 

を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を 

行わなければならないこととしたものである。 

（サービスの提供の記録） （サービスの提供の記録） 
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第５７条（第１９条準用） 

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービスを提供した際には、当該指定介護予防通

所サービスの提供日及び内容、当該指定介護予防通所

サービスについて法第115条の45の３第３項の規定

により利用者に代わって支払を受ける第 1 号事業支給

費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービ

ス・支援計画書を記載した書面又はこれに準ずる書面

に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予

防通所サービスを提供した際には、提供した具体的な

サービスの内容等を記録するとともに、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。 

①〈サービスの提供の記録〉第 1 項は、利用者及びサ

ービス事業者が、その時点での支給限度額の残額や

サービスの利用状況を把握できるようにするため

に、指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護

予防通所サービスを提供した際には、当該指定介護

予防通所サービスの提供日、内容、第１号事業支給

費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サー

ビス・支援計画書の書面又はサービス利用票等に記

載しなければならないこととしたものである。 

②〈サービスの提供の記録〉第 2 項は、当該指定介護

予防通所サービスの提供日、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、（記録の整備）の規定に基づき、５年間保存しな

ければならない。 

（利用料等の受領） 

第４４条  

指定介護予防通所サービス事業者は、法定代理受領

サービスに該当する指定介護予防通所サービスを提供

した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定介護予防通所サービスに係る第１号事業費用基

準額から当該指定介護予防通所サービス事業者に支払

われる第１号事業支給費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、法定代理受

領に該当しない指定介護予防通所サービスを提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定

介護予防通所サービスに係る第１号事業支給費との間

に不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

（利用料等の受領） 

①〈利用料等の受領〉第 1 項は、指定介護予防通所サ

ービス事業者は、法定代理受領サービスとして提供

される指定介護予防通所サービスについての利用者

負担として、第1号事業費用基準額の1割又は2割

(川崎市第１号事業に要する費用の額の算定に関する

基準要綱（28川健地推第262号）第３条に規定の

適用により第１号事業支給費の率が9割又は8割で

ない場合については、それに応じた割合)の支払を受

けなければならないことを規定したものである。 

② 同条第 2 項は、利用者間の公平及び利用者の保護

の観点から、法定代理受領サービスでない指定介護

予防通所サービスを提供した際に、その利用者から

支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービス

である指定介護予防通所サービスに係る費用の額の

間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合

理な差額を設けてはならないこととしたものであ

る。 

なお、そもそも事業費の対象となる指定介護予防

通所サービスと明確に区分されるサービスについて

は、次のような方法により別の料金設定をして差し

支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定介護予防通所サービ

スの事業とは別事業であり、当該サービスが事業

費の対象とならないサービスであることを説明
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３ 指定介護予防通所サービス事業者は、前２項の支 

払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利 

用者から受けることができる。 

（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）指定介護予防通所サービスに通常要する時間を

超える指定介護予防通所サービスであって利用者の

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、通常の指定介護予防通所サービスに係

る第１号事業支給費費を超える費用 

（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、指定介護予防通所

サービス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

られる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、基準省令第

96 条第４項の規定により厚生労働大臣が定める指針

によるものとする。 

５ 指定介護予防通所サービスは、第３項各号に掲げ

る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、当該利用者の同意

を得なければならない。 

し、理解を得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定

介護予防通所サービス事業所の運営規程とは別に

定められていること。 

ハ 会計が指定介護予防通所サービスの事業の会計

と区分されていること。 

③ 同条第３項は、指定介護予防通所サービス事業者

は、指定介護予防通所サービスの提供に関して、 

イ 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 

ロ 指定介護予防通所サービスに通常要する時間を

超える指定介護予防通所サービスであって利用者

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、通常の指定介護予防通所サービ

スに係る第１号事業支給費を超える費用 

ハ 食事の提供に要する費用 

二 おむつ代 

ホ 前各号に掲げるもののほか、介護予防通所サー

ビス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

められるものについては、前項の利用料のほかに

利用者から支払を受けることができることとし、

第１号事業支給費の対象となっているサービスと

明確に区分されないあいまいな名目による費用の

支払を受けることは認めないこととしたものであ

る。なお、ハの費用については、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。以下「指

針」という。)の定めるところによるものとし、ホ

の費用の具体的な範囲については、別に通知する

ところによるものとする。 

④〈利用料等の受領〉第４項は、指定介護予防通所サ

ービス事業者は、前３項の費用の支払を受けるに当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してそ

の額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なけれ

ばならないこととしたものである。 

（利用者に関する市町村への通知） （利用者に関する市町村への通知） 
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第５７条（第２２条準用） 

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービスを受けている利用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を関係する市町村に通知しなければならない。 

（１）正当な理由なしに指定介護予防通所サービスの

利用に関する指示に従わないことにより、要支援状

態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護

状態になったと認められるとき。 

（２）偽りその他不正な行為によって第 1 号事業支給

費の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

〈利用者に関する市町村への通知〉は、偽りその他不

正な行為によって第１号事業支給費を受けた者及び自

己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護

状態又はその原因となった事故を生じさせるなどした

者については、市町村が、実施要綱第 12 条に基づく

既に支払った第１号事業支給費の徴収を行うことがで

きることに鑑み、指定介護予防通所サービス事業者が、

その利用者に関し、第１号事業支給費の適正化の観点

から市に通知しなければならない事由を列記したもの

である。 

（緊急時等の対応） 

第５７条（第２３条準用） 

介護予防通所サービス従業者は、現に指定介護予防

通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状

の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（緊急時等の対応） 

〈緊急時等の対応〉は、介護予防通所サービス従業者

が現に指定介護予防通所サービス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、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基

づき速やかに主治の医師(以下「主治医」という。)への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこ

ととしたものである。 

（管理者の責務） 

第４５条 

 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、指定

介護予防通所サービス事業所の従業者の管理及び指定

介護予防通所サービスの利用の申込みに係る調整、業

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、当

該指定介護予防通所サービス事業所の従業者にこの節

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わなけれ

ばならない。 

（管理者の責務） 

〈管理者の責務〉は、指定介護予防通所サービス事業

所の管理者の責務を、指定介護予防通所サービス事業

所の従業者の管理及び指定介護予防通所サービスの利

用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他

の管理を一元的に行うとともに、当該指定介護予防通

所サービス事業所の従業者に第３章第４節の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うこととしたもので

ある。 

（身体拘束等の禁止） 

第４６条  

指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他

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（以下「身体的拘束等」という。）を行

ってはならない。 
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２ 指定介護予防通所サービス事業者は、身体的拘束

等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

（運営規程） 

第４７条  

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

（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）指定介護予防通所サービスの利用定員 

（５）指定介護予防通所サービスの内容及び利用料そ

の他の費用の額 

（６）通常の事業の実施地域 

（７）サービス利用に当たっての留意事項 

（８）緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際

の手続 

（９）緊急時等における対応方法 

（10）非常災害対策 

（11）個人情報の管理の方法 

（12）苦情への対応方法 

（13）事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

（14）その他事業の運営に関する重要事項 

（運営規程） 

〈運営規程〉は、指定介護予防通所サービスの事業の

適正な運営及び利用者に対する適切な指定介護予防通

所サービスの提供を確保するため、各号に掲げる事項

を内容とする規程を定めることを指定介護予防通所サ

ービス事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次

の点に留意するものとする。なお、同一事業者が同一

敷地内にある事業所において、複数のサービス種類に

ついて事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行

う場合においては、運営規程を一体的に作成すること

も差し支えない。 

① 営業日及び営業時間 

指定介護予防通所サービスの営業日及び営業時間

を記載すること。 

② 指定介護予防通所サービスの利用定員 

利用定員とは、当該指定介護予防通所サービス事

業所において同時に指定介護予防通所サービスの提

供を受けることができる利用者の数の上限をいうも

のであること。 

③ 指定介護予防通所サービスの内容及び利用料その

他の費用の額 

「指定介護予防通所サービスの内容」については、

入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すもので

あること。 

「利用料」としては、法定代理受領サービスであ

る指定介護予防通所サービスに係る利用料(1割負担

又は２割負担)を、「その他の費用の額」としては、

＜利用料等の受領＞第２項により徴収が認められて

いる費用の額及び必要に応じてその他のサービスに

係る費用の額を規定するものであること(以下、他の

サービス種類についても同趣旨。)。 

④ サービス利用に当たっての留意事項 

利用者が指定介護予防通所サービスの提供を受け

る際に、利用者側が留意すべき事項(機能訓練室を利

用する際の注意事項等)を指すものであること。 

⑤ 非常災害対策 

非常災害に関する具体的計画を指すものであるこ

と。 

⑥ 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

されるものとすること。なお、通常の事業の実施地
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域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であ

り、当該地域を越えてサービスが行われることを妨

げるものではないものであること。 

（勤務体制の確保など） 

第４８条  

指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対し

適切な指定介護予防通所サービスを提供できるよう、

指定介護予防通所サービス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 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予 

防通所サービス事業所ごとに、当該指定介護予防通所 

サービス事業所の従業者によって指定介護予防通所サ 

ービス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。 

３ 指定介護予防通所サービス事業者は、介護予防通 

所サービス従業者に対し、その資質の向上のための研 

修の機会を確保しなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

〈勤務体制の確保等〉は、利用者に対する適切な指定 

介護予防通所サービス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 指定介護予防通所サービス事業所ごとに、原則と

して月ごとの勤務表を作成し、介護予防通所サービ

ス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、当該指定介護予防通

所サービス事業所の従業者たる介護予防通所サービ

ス従業者によって指定介護予防通所サービスを提供

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。 

（定員の遵守） 

第４９条  

指定介護予防通所サービス事業者は、利用定員を超

えて指定介護予防通所サービスの提供を行ってはなら

ない。 

（非常災害対策） 

第５０条  

指定介護予防通所サービス事業者は、非常災害に対

する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への

通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練そ

の他必要な訓練を行わなければならない。 

（非常災害対策） 

〈非常災害対策〉は、指定介護予防通所サービス事業

者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関

係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練

の実施等の対策の万全を期さなければならないことと

したものである。関係機関への通報及び連携体制の整

備とは、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するとと

もに、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

制作りを求めることとしたものである。 

なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法

施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画

を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための

計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基

づく消防業務の実施は、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指定介護予防通所サ
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ービス事業所にあってはその者に行わせるものとす

る』また、防火管理者を置かなくてもよいこととされ

ている指定介護予防通所サービス事業所においても、

防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に

準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

（衛生管理等） 

第５１条  

指定介護予防通所サービス事業者は、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、及び衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、当該指定介 

護予防通所サービス事業所において感染症が発生し、 

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め 

なければならない。 

（衛生管理等） 

〈衛生管理等〉は、指定介護予防通所サービス事業所 

の必要最低限の衛生管理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 指定介護予防通所サービス事業者は、食中毒及び

感染症の発生を防止するための措置等について、必

要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、

常に密接な連携を保つこと。 

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染

症対策、レジオネラ症対策等については、その発生

及びまん延を防止するための措置について、別途通

知等が発出されているので、これに基づき、適切な

措置を講じること。 

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めるこ

と。 

（掲示） 

第５７条（第２８条準用）  

 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービス事業所の見やすい場所に、第 4７条に規

定する運営規程の概要、介護予防通所サービス従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

（秘密保持等） 

第５７条（第２９条準用） 

指定介護予防通所サービス事業所の従業者は、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らない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、当該指定介

護予防通所サービス事業所の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

じなければならない。 

（秘密保持等） 

①〈秘密保持等〉第 1 項は、指定介護予防通所サービ

ス事業所の介護予防通所サービス従業者その他の従

業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第 2 項は、指定介護予防通所サービス事業者

に対して、過去に当該指定介護予防通所サービス事

業所の介護予防通所サービス従業者その他の従業者

であった者が、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取

ることを義務づけたものであり、具体的には、指定

介護予防通所サービス事業者は、当該指定介護予防

通所サービス事業所の介護予防通所サービス従業者

その他の従業者が、従業者でなくなった後において
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３ 指定介護予防通所サービス事業者は、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 

は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用 

いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により 

得ておかなければならない。 

もこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用

時等に取り決め、例えば違約金についての定めをお

くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第 3 項は、介護予防通所サービス従業者がサ

ービス担当者会議等において、課題分析情報等を通

じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個

人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者

と共有するためには、指定介護予防通所サービス事

業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家

族から同意を得る必要があることを規定したもので

あるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者

及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足

りるものである。 

（広告） 

第５７条（第３０条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービス事業所について広告をする場合において

は、その内容が虚偽のもの又は誇大なものでないよう

にしなければならない。 

（地域包括支援センターに対する利益供与の禁止）

第５７条（第３１条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、地域包括支援

センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定

の事業者によるサービスを利用させることの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（地域包括支援センターに対する利益供与の禁止）

〈地域包括支援センターに対する利益供与の禁止〉は、

介護予防ケアマネジメントの公正中立性を確保するた

めに、指定介護予防通所サービス事業者は、地域包括

支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して

特定の事業者によるサービスを利用させることの対償

として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ないこととしたものである。 

（苦情への対応等） 

第５７条（第３２条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、提供した指定 

介護予防通所サービスに係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

付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、前項の苦情 

を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな 

ければならない。 

３ 指定介護予防通所サービス事業者は、提供した指 

定介護予防通所サービスに関し、法第115条の45の 

７第１項の規定により市町村が行う文書その他の物件 

の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から 

の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に 

関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村 

（苦情への対応等） 

①〈苦情への対応等〉第 1 項にいう「必要な措置」と

は、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手 

順等当該事業所における苦情を処理するために講ず

る措置の概要について明らかにし、利用申込者又は

その家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に

対する措置の概要についても併せて記載するととも

に、事業所に掲示すること等である。 

② 同条第 2 項は、利用者及びその家族からの苦情に

対し、指定介護予防通所サービス事業者が組織とし

て迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定介護

予防通所サービス事業者が提供したサービスとは関

係のないものを除く。)の受付日、その内容等を記録

することを義務づけたものである。 

また、指定介護予防通所サービス事業者は、苦情

がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であ

るとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービス

の質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、〈記録の整備〉第 2 項の規定に基づき、苦
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から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導 

又は助言に従って必要な改善を行わなければならな 

い。 

４ 指定介護予防通所サービス事業者は、市町村から

の求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市

町村に報告しなければならない。 

情の内容等の記録は、５年間保存しなければならな

い。 

（地域との連携等） 

第５７条（第３３条準用）  

指定介護予防通所サービス事業者は、その事業の運

営に当たっては、提供した指定介護予防通所サービス

に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う

事業その他の市町村等が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

（地域との連携等） 

〈地域との連携等〉は、（指定事業者の事業の一般原則）

の趣旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を積極的

に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めること

を規定したものである。 

なお、「市が実施する事業」には、介護相談員派遣事

業のほか、広く市が老人クラブ、婦人会その他の非営

利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるもので

ある。 

（事故発生時の対応） 

第５７条（第３４条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対す

る指定介護予防通所サービスの提供により事故が発生

した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る地

域包括支援センター、関係する市町村等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、前項の事故 

の状況及び事故に際して採った処置について記録しな 

ければならない。 

３ 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対

する指定介護予防通所サービスの提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わな

ければならない。 

（事故発生時の対応） 

〈事故発生時の対応〉は、利用者が安心して指定介護

予防通所サービスの提供を受けられるよう、事故発生

時の速やかな対応を規定したものである。指定介護予

防通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予

防通所サービスの提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包

括支援センターに対して連絡を行う等の必要な措置を

講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び

事故に際して採った処置について記録しなければなら

ないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定介護予防通所サービスの提

供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行わなければならないこととしたものであ

る。 

なお、（記録の整備）第2項の規定に基づき、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は、

５年間保存しなければならない。このほか、以下の点

に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定介護予防通所サービスの提供

により事故が発生した場合の対応方法については、

あらかじめ指定介護予防通所サービス事業者が定め

ておくことが望ましいこと。 

② 指定介護予防通所サービス事業者は、賠償すべき

事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが

望ましいこと。 
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③ 指定介護予防通所サービス事業者は、事故が生じ

た際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対

策を講じること。 

（会計の区分） 

第５７条（第３５条準用） 

指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予防

通所サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、

指定介護予防通所サービスの事業の会計とその他の事

業の会計とを区分しなければならない。 

（会計の区分） 

〈会計の区分〉は、指定介護予防通所サービス事業者

は、指定介護予防通所サービス事業所ごとに経理を区

分するとともに、指定介護予防通所サービスの事業の

会計とその他の事業の会計を区分しなければならない

こととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等

については、別に通知するところによるものであるこ

と。 

 編注 

※介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人

会計基準の取扱いについて（平成 24.3.29 老高発

0329第1号） 

※介護保険の給付対象事業における会計の区分につい

て（平成13.3.28老振発第18号） 

（記録の整備） 

第５２条  

指定介護予防通所サービス事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、利用者に対

する指定介護予防通所サービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から 5 年間保存しな

ければならない。 

（１）介護予防通所サービス計画 

（２）第5７条において準用する第19条第２項の規 

定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３）第4６条第２号の規定による身体的拘束等の態 

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊 

急やむを得ない理由の記録 

（４）第5７条において準用する第2２条の規定によ 

る市町村への通知に係る記録 

（５）第5７条において準用する第3２条第２項の規 

定による苦情の内容等の記録 

（６）第5７条において準用する第3４条第２項の規 

定による事故の状況及び事故に際して採った処置に 

ついての記録 

（記録の整備） 

適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提 

供を確保し、介護保険制度の適正かつ公平な運営を図

るため、利用者に対するサービスの提供に関する諸記

録を整備し、その完結の日から５年間保存することを

義務付けたものである。＜記録の整備＞第２項各号に

規定する完結の日に関する保存期間の始期は、次のと

おりとする。なお、これらの記録については、電子文

書による保存も可能なものとする。 

① サービス提供の根拠となる計画及び報酬請求の根

拠となる具体的なサービス内容等の記録 

保存期間の始期は、計画の場合、当該計画が定め

る目標期間の最終月の翌々々月の１日とする。 

また、具体的なサービス内容等の場合、当該サー

ビスが提供された月の翌々々月の１日とする。 

② 上記①に該当しない苦情及び事故等に関する記録 

  保存期間の始期は、記録の作成日の属する月の翌

月１日とする。 

（指定介護予防通所サービスの基本的取 （指定介護予防通所サービスの基本的取



基準要綱 基準要綱の考え方 

扱方針） 

第５３条  

指定介護予防通所サービスは、利用者の介護予防に

資するよう、その目標が設定され、計画的に行われる

ものでなければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、自らその提

供する指定介護予防通所サービスの質の評価を行うと

ともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、

常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予

防通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器

の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の

特定の心身機能に着目した改善等を目的とするもので

はなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者がで

きる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的とするもの

であることを常に意識してサービスの提供に当たらな

ければならない。 

４ 指定介護予防通所サービス事業者は、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らない。 

５ 指定介護予防通所サービス事業者は、指定介護予

防通所サービスの提供に当たり、利用者との意思疎通

を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者

が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努め

なければならない。 

扱方針） 

〈指定介護予防通所サービスの基本取扱方針〉にいう

指定介護予防通所サービスの基本取扱方針につい 

て、特に留意すべきところは、次のとおりである。 

① 介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護

予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善といっ

た特定の機能の改善だけを目指すものではなく、こ

れらの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人

ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならない

で自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的として行われるものであることに留意

しつつ行うこと。 

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用

者の主体的な取組が不可欠であることから、サービ

スの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるよう

コミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫

をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないこ

とを単に補う形でのサービス提供は、かえって利用

者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依

存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、

「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行

う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害

するような不適切なサービス提供をしないよう配慮

すること。 

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予

防通所サービス計画に定める目標達成の度合いや利

用者及びその家族の満足度等について常に評価を行

うなど、その改善を図らなければならないものであ

ること。 

（指定介護予防通所サービスの具体的取

扱方針） 

第５４条  

指定介護予防通所サービスの方針は、第 4０条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１）指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、

主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス

担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者

の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

（２）指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、

前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、指定介護予防通所サービスの目標、

（指定介護予防通所サービスの具体的取

扱方針） 

①〈指定介護予防通所サービスの具体的取扱方針〉第1

号及び第 2 号は、管理者は、介護予防通所サービス

計画を作成しなければならないこととしたものであ

る。介護予防通所サービス計画の作成に当たっては、

主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達やサービ

ス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用

者の状況を把握・分析し、介護予防通所サービスの

提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセ

スメント)、これに基づき、支援の方向性や目標を明

確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、

日程等を明らかにするものとする。なお、介護予防

通所サービス計画の様式については、事業所ごとに

定めるもので差し支えない。 



基準要綱 基準要綱の考え方 

当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画（以

下「介護予防通所サービス計画」という。）を作成す

るものとする。 

（３）介護予防通所サービス計画は、既に介護予防サ

ービス・支援計画が作成されている場合は、当該介

護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しな

ければならない。 

（４）指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、

介護予防通所サービス計画の作成に当たっては、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明

し、当該利用者の同意を得なければならない。 

（５）指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、

介護予防通所サービス計画を作成した際には、当該

介護予防通所サービス計画を利用者に交付しなけれ

ばならない。 

（６）指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、

介護予防通所サービス計画に基づき、利用者が日常

生活を営むために必要な支援を行うものとする。 

（７）指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行うものとする。 

（８）指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、

介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行うものとする。 

（９）指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、

介護予防通所サービス計画に基づくサービスの提供

の開始時から、少なくとも１月に１回は、当該介護

予防通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利

用者に対するサービスの提供状況等について、当該

サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画

を作成した地域包括支援センターに報告するととも

に、当該介護予防通所サービス計画に記載したサー

ビスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくと

も１回は、当該介護予防通所サービス計画の実施状

況の把握（以下この条において「モニタリング」と

いう。）を行うものとする。 

（10）指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、

モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サー

ビスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作

成した地域包括支援センターに報告しなければなら

ない。 

（11）指定介護予防通所サービス事業所の管理者は、

モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予

② 同条第 3 号は、介護予防通所サービス計画は、介

護予防サービス・支援計画に沿って作成されなけれ

ばならないこととしたものである。 

なお、介護予防通所サービス計画の作成後に介護予防

サービス・支援計画が作成された場合は、当該介護

予防通所サービス計画が介護予防サービス・支援計

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。 

③ 同条第4号から第7号は、サービス提供に当たっ

ての利用者又はその家族に対する説明について定め

たものである。即ち、介護予防通所サービス計画は、

利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作

成されなければならないものであり、その内容につ

いて説明を行った上で利用者の同意を得ることを義

務づけることにより、サービス内容等への利用者の

意向の反映の機会を保障しようとするものである。

管理者は、介護予防通所サービス計画の目標や内容

等について、利用者又はその家族に、理解しやすい

方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価に

ついても説明を行うものとする。 

また、介護予防通所サービス計画を作成した際には、

遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該介護

予防通所サービス計画は、＜記録の整備＞第 2 項の

規定に基づき、５年間保存しなければならないこと

としている。 

④ 同条第 8 号は、指定介護予防通所サービスの提供

に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサ

ービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得す

る等、研鑓を行うべきものであることとしたもので

ある。 

⑤ 同条第 9 号から第 11 号は、事業者に対して介護

予防サービスの提供状況等について地域包括支援セ

ンターに対する報告の義務づけを行うとともに、介

護予防通所サービス計画に定める計画期間終了後の

当該計画の実施状況の把握(モニタリング)を義務づ

けるものである。地域包括支援センターに対する実

施状況等の報告については、サービスが介護予防サ

ービス・支援計画に即して適切に提供されているか

どうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等

が大きく異なることとなっていないか等を確認する

ために行うものであり、毎月行うこととしている。

また、併せて、事業者は介護予防通所サービス計画

に定める計画期間が終了するまでに 1 回はモニタリ

ングを行い、利用者の介護予防通所サービス計画に

定める目標の達成状況の把握等を行うこととしてお

り、当該モニタリングの結果により、解決すべき課

題の変化が認められる場合等については、担当する

地域包括支援センターとも相談の上、必要に応じて

当該介護予防通所サービス計画の変更を行うことと

したものである。 



基準要綱 基準要綱の考え方 

防通所サービス計画の変更を行うものとする。 

（12）第２号から第５号までの規定は、前号の規定に

よる介護予防通所サービス計画の変更について準用

する。 

（指定介護予防通所サービスの提供に当

たっての留意点） 

第５５条  

指定介護予防通所サービスの提供に当たっては、介 

護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事

項に留意しながら行わなければならない。 

（１）指定介護予防通所サービス事業者は、サービス

の提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけ

るアセスメントにおいて把握された課題、指定介護

予防通所サービスの提供による当該課題に係る改善

状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの

提供に努めること。 

（２）指定介護予防通所サービス事業者は、運動器機

能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向

上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献

等において有効性が確認されている等の適切なもの

とすること。 

（３）指定介護予防通所サービス事業者は、サービス

の提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であること

に十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負

荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条

に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通

じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第５６条  

 指定介護予防通所サービスは、サービスの提供を行

っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に

備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の

従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医

師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらか

じめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの

提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努

めなければならない。 



基準要綱 基準要綱の考え方 

３ 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの

提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用

者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度

なサービスの内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所サービス事業者は、サービスの

提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変

化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他

必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（準用） 

第５７条  

第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 22 条、第

23及び第28条から第35条までの規定は、指定介護

予防通所サービスの事業について準用する。この場合

において、第９条第１項及び第 28 条中「第 25 条に

規定する」とあるのは「第47条に規定する」と、「訪

問介護員等」とあるのは「介護予防通所サービス従業

者」と、「介護予防訪問サービス」とあるのは「介護予

防通所サービス」と読み替えるものとする。 


