
４ 
介護予防短時間通所サービス 
（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５８条 

指定第１号事業に該当する介護予防短時間通所サー

ビス（以下「指定介護予防短時間通所サービス」とい

う。）の事業は、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症

等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通

所サービスを提供することにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、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５９条  

指定介護予防短時間通所サービスの事業を行う者

（以下「指定介護予防短時間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

短時間通所サービス事業所」ごとに置くべき従業者（介

護予防短時間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）介護職員 指定介護予防短時間通所サービスの

単位ごとに利用者の数が 15 人までの場合にあって

は１以上、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数 

２ 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定

介護予防短時間通所サービスの単位ごとに、前項の介

護職員を、常時１人以上当該指定介護予防短時間通所

サービスに従事させなければならない。 

３ 前各項の「指定介護予防短時間通所サービスの単

位」とは、指定介護予防短時間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。 

１人員に関する基準 

（従業者の員数） 

（１）従業者の員数 

① 指定介護予防短時間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通所介護をいうもの

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 指定介護予防短時間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

防短時間通所サービスを提供する場合 

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号にいう介護職員に

ついては、指定介護予防短時間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=提供時間数 

・利用者数16人以上 
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単位ごとに確保すべき勤務延時間数=((利用者数－15)

÷5+1)×提供時間数 

※提供時間数=市へ届出サービス提供時間 

例えば、利用者数 18 人、提供時間数を２時間と

した場合、(18-15)÷５+1=１.６となり、２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、２×1.6=3.2 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、指定介護予防短時間

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。 

③ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定介護

予防短時間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

防短時間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短時間通

所サービスを提供する場合であって、それぞれの指

定介護予防短時間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。 

（管理者） 

第６３条（第４２条準用）  

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービス事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定介護予防短時間通所サ

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） 

指定介護予防短時間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、介護予防短時間通所サービス従業者である必要

はないものである。 

① 当該指定介護予防短時間通所サービス事業所の介

護予防短時間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

務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の
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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６０条  

指定介護予防短時間通所サービス事業所は、食堂、

機能訓練室、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指定介

護予防短時間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。 

３ 第１項に規定する設備は、専ら当該指定介護予防

短時間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短

時間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、指定介護予防短時間通所サービスを

提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。 

（２）食堂及び機能訓練室 

① 指定介護予防短時間通所サービス事業所の食堂及

び機能訓練室(以下「指定介護予防短時間通所サービ

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、指定介護予防短時間通所サービスが原

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、指定介護予防短時間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短時

間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 指定介護予防短時間通所サービスの機能訓練室等

と、指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所

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 指定介護予防短時間通所サービスの機能訓練室

等として使用される区分が、指定介護予防短時間

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 

③ 次に掲げる面積については、指定介護予防短時間

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 当該指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指

定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービスの

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６３条（第９条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間通所サービス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、第 6３条に

おいて準用する第 4７条に規定する運営規程の概要、

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 

短時間通所サービス事業者は、利用者に対し適切な指

定介護予防短時間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
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介護予防短時間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 指定介護予防短時間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、当該指定介護予防短時間通所サービ

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 指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間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

介護予防短時間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 

家族に対し、当該指定介護予防短時間通所サービス事

業所の運営規程の概要、介護予防短時間通所サービス

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(当該指定介護予防短時間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短

時間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短時間通所

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。
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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 

介護予防短時間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。 

５ 指定介護予防短時間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短

時間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短時間

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６３条（第１０条準用）  

 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、正当な

理由なく指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サー

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

介護予防短時間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６３条（第１１条準用）  

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、当該指

定介護予防短時間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

（サービス提供困難時の対応） 

指定介護予防短時間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短時間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
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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短時間通所サービスを

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

他の指定介護予防短時間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。 

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短

時間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６３条（第１２条準用） 

 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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 指定介護予防短時間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。 

（受給資格等の確認） 

①〈受給資格等の確認）第１項は、指定介護予防短時

間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、指定介護予防短時間通所サービ

ス事業者は、指定介護予防短時間通所サービスの提

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、指定介護予防短時間通所

サービス事業者は、これに配慮して指定介護予防短

時間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６３条（第１３条準用）  

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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６３条（第１４条準用） 

 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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
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なければならない。 

２ 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定

介護予防短時間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）

第６３条（第１５条準用） 

 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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６３条（第１６条準用） 

指定介護予防短時間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短時間通所サービスを提

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６３条（第１７条準用） 

指定介護予防短時間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、 

指定介護予防短時間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短時間通所サービスが 

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、指定介護予防短時間通所サ 

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 
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合で、指定介護予防短時間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） 

第６３条（第１９条準用） 

 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間通所サービスを提供した際には、当該指

定介護予防短時間通所サービスの提供日及び内容、当

該指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定

介護予防短時間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。 

（サービスの提供の記録） 

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、指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指

定介護予防短時間通所サービスを提供した際には、

当該指定介護予防短時間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

予防短時間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６３条（第４４条準用） 

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。 

（利用料等の受領） 

①〈利用料等の受領〉第 1 項は、指定介護予防短時間

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短時間通所サービスにつ

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。 
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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。 

３ 指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間通所サービスに通常要する

時間を超える指定介護予防短時間通所サービスであ

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短時

間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、指定介護予防短時

間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 

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

予防短時間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短時間通所サービスに係

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

短時間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短時間通所

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

介護予防短時間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短時間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、指定介護予防短時間通所サービス

事業者は、指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービスに通常要する

時間を超える指定介護予防短時間通所サービスで

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

防短時間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、介護予防短時間通

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
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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 指定介護予防短時間通所サービスは、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。 

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、指定介護予防短時間

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） 

第６３条（第２２条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介 

護予防短時間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短時間通所サー

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） 

〈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、指定介護予防短時間通所サービス事

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６３条（第２３条準用） 

介護予防短時間通所サービス従業者は、現に指定介

護予防短時間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、介護予防短時間通所サービス

従業者が現に指定介護予防短時間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６３条（第４５条準用） 

 指定介護予防短時間通所サービス事業所の管理者

は、指定介護予防短時間通所サービス事業所の従業者

の管理及び指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業所の管理者

（管理者の責務） 

〈管理者の責務〉は、指定介護予防短時間通所サービ

ス事業所の管理者の責務を、指定介護予防短時間通所

サービス事業所の従業者の管理及び指定介護予防短時

間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、

当該指定介護予防短時間通所サービス事業所の従業者

に第４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。 
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は、当該指定介護予防短時間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。 

（身体拘束等の禁止） 

第６３条（第４６条準用）  

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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。 

２ 指定介護予防短時間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６３条（第４７条準用）  

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービスの

事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定介護

予防短時間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

護予防短時間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 

指定介護予防短時間通所サービスの営業日及び営

業時間を記載すること。 

② 指定介護予防短時間通所サービスの利用定員 

利用定員とは、当該指定介護予防短時間通所サー

ビス事業所において同時に指定介護予防短時間通所

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 指定介護予防短時間通所サービスの内容及び利用

料その他の費用の額 

「指定介護予防短時間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

指定介護予防短時間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
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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短時間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６３条（第４８条準用） 

指定介護予防短時間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短時間通所サービスを提供

できるよう、指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定

介護予防短時間通所サービス事業所ごとに、当該指定

介護予防短時間通所サービス事業所の従業者によって

指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、介護

予防短時間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 

介護予防短時間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 指定介護予防短時間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、介護予防短時

間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、当該指定介護予防短

時間通所サービス事業所の従業者たる介護予防短時

間通所サービス従業者によって指定介護予防短時間

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６３条（第４９条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、利用定

員を超えて指定介護予防短時間通所サービスの提供を

行ってはならない。 
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（非常災害対策） 

第６３条（第５０条準用）  

指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービ

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短時間

通所サ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短時間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６３条（第５１条準用） 

 指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、当該 

指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービス 

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 指定介護予防短時間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６３条（第２８条準用）  

 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間通所サービス事業所の見やすい場所に、

第 6３条において準用する第４７条に規定する運営規

程の概要、介護予防短時間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
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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６３条（第２９条準用） 

指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、当該 

指定介護予防短時間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。 

３ 指定介護予防短時間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。 

（秘密保持等） 

①〈秘密保持等〉第 1 項は、指定介護予防短時間通所

サービス事業所の介護予防短時間通所サービス従業

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、指定介護予防短時間通所サービス

事業者に対して、過去に当該指定介護予防短時間通

所サービス事業所の介護予防短時間通所サービス従

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、指定介護予防短時間通所サービス

事業者は、当該指定介護予防短時間通所サービス事

業所の介護予防短時間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、介護予防短時間通所サービス従業

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、指定介護予防短時間通

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６３条（第３０条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間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６３条（第３１条準用） 

指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間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。 
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（苦情への対応等） 

第６３条（第３２条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、提供し 

た指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、提供

した指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間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。 

（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、指定介護予防短時間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

定介護予防短時間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、指定介護予防短時間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

情の内容等の記録は、５年間保存しなければならな

い。 

（地域等との連携） 

第６１条 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、その事

業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努め

なければならない。 

（地域等との連携） 

〈地域等との連携〉は、指定介護予防短時間通所サー

ビスの事業が地域に開かれた事業として行われるよ

う、指定介護予防短時間通所サービス事業者は、地域

の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う

等の地域との交流に努めなければならないこととした

ものである。 

（事故発生時の対応） 

第６３条（第３４条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、利用者

に対する指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、利用

（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

予防短時間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

介護予防短時間通所サービス事業者は、利用者に対す

る指定介護予防短時間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短時間通所サー

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
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者に対する指定介護予防短時間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。 

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短時間通所サービス

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短時間通所サービス

事業者が定めておくことが望ましいこと。 

② 指定介護予防短時間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。 

③ 指定介護予防短時間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６３条（第３５条準用） 

指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定介

護予防短時間通所サービス事業所ごとに経理を区分す

るとともに、指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービス

事業者は、指定介護予防短時間通所サービス事業所ご

とに経理を区分するとともに、指定介護予防短時間通

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６２条 

指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、利用 

者に対する指定介護予防短時間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）介護予防短時間通所サービス計画 

（２）第 6３条において準用する第 19 条第２項の規

（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。 
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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 6３条において準用する第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 6３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 6３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 6３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 

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。 

（指定介護予防短時間通所サービスの基

本的取扱方針） 

第６３条（第５３条準用）  

指定介護予防短時間通所サービスは、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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、自ら

その提供する指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定

介護予防短時間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 指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間通所サービス事業者は、指定

介護予防短時間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

（指定介護予防短時間通所サービスの基

本的取扱方針） 

〈指定介護予防短時間通所サービスの基本取扱方針〉 

にいう指定介護予防短時間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 介護予防短時間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

防短時間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
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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。 

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。 

（指定介護予防短時間通所サービスの具

体的取扱方針） 

第６３条（第５４条準用）  

指定介護予防短時間通所サービスの方針は、第5８ 

条に規定する基本方針及び第 6３条において準用する

第 5３条に規定する基本的取扱方針に基づき、次に掲

げるところによるものとする。 

（１）指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サー

ビスの目標、当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載

した計画（以下「介護予防短時間通所サービス計画」

という。）を作成するものとする。 

（３）介護予防短時間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）指定介護予防短時間通所サービス事業所の管理

者は、介護予防短時間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）指定介護予防短時間通所サービス事業所の管理

者は、介護予防短時間通所サービス計画を作成した

際には、当該介護予防短時間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）指定介護予防短時間通所サービスの提供に当た

っては、介護予防短時間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）指定介護予防短時間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。 

（指定介護予防短時間通所サービスの具

体的取扱方針） 

①〈指定介護予防短時間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、介護予防短時

間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。介護予防短時間通所サービス計

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、

介護予防短時間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、介護予防短時間通所サービ

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。 

② 同条第 3 号は、介護予防短時間通所サービス計画

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、介護予防短時間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、

当該介護予防短時間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、介護予防短時間通所サービス

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、介護予防短時間通所サービス計

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、介護予防短時間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、

当該介護予防短時間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、指定介護予防短時間通所サービス

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。 
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（８）指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間通所サービス事業所の管理

者は、介護予防短時間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、当該介護予防短時間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、当該介護予防短時間通所サ

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

短時間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）指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間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

介護予防短時間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

よる介護予防短時間通所サービス計画の変更につい

て準用する。 

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

護予防短時間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、事業者は介護予防短時間通所

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短時間通所サービス計画

の変更を行うこととしたものである。 

（指定介護予防短時間通所サービスの提

供に当たっての留意点） 

第６３条（第５５条準用）  

指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間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）指定介護予防短時間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
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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）指定介護予防短時間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６３条（第５６条準用） 

指定介護予防短時間通所サービスは、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 指定介護予防短時間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。 

３ 指定介護予防短時間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 指定介護予防短時間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６３条  

第９条から第 17 条まで、第 19 条、第 22 条、第

23条、第28条から第32条まで、第34条、第35

条、第 42 条、第 44 条から第 51 条まで及び第 53

条から第 56 条までの規定は、指定介護予防短時間通

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 63 条において準用する第 47 条

に規定する」と、第 54 条第１項第１号中「第 40 条
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に規定する基本取扱方針及び前条に規定する基本的取

扱方針」とあるのは「第 58 条に規定する基本方針及

び第 63 条において準用する第 53 条に規定する基本

的取扱方針」と、「訪問介護員等」又は「介護予防通所

サービス従業者」とあるのは「介護予防短時間通所サ

ービス従業者」と、「介護予防訪問サービス」又は「介

護予防通所サービス」とあるのは「介護予防短時間通

所サービス」と読み替えるものとする。 


