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日付：平成３０年４月１日

介護予防短時間通所サービス関する基準要綱について

関係項目 条例解釈 

趣旨（基準の性格） １総則 

＜趣旨（基準の性格）＞  

(1) 基準は、指定第１号事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指

定業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならない。 

(2) 指定第１号事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定第１号

事業の指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかになった場合には、

①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、

事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係

る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができ

るものであること。また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければな

らない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の

期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが

判明した場合、当該サービスに関する第１号事業支給費の請求を停止させること)ができる。ただし、次

に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと

又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定第1号事業の提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

ロ 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

させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

(3) 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をす

ることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業

者から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であ

り、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないものとすること。 

(4) 特に、当該事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めて

いること等に鑑み、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 

趣旨（事業者指定の単位に

ついて） 

＜趣旨（事業者指定の単位について）＞ 

(1) 事業者指定の単位について 

事業者の指定は、サービス提供の拠点ごとに行うものとする。 

用語の意義及び字句の意

味 

＜用語の意義及び字句の意味＞ 

要綱において、一定の用語についてその定義を明らかにしているところであるが、以下は、要綱に定

義が置かれている用語について、その意味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている

用語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 

(1)「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき週の時間数(週

32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定

に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問サービスと通所

サービスの指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と通所サービス従事者等を

兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入すること

となるものであること。 

(2)「勤務延時間数」 
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勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のため

の準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、

従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

(3)「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき週の

時間数(週 32 時間を下回る場合は週 32 時間を基本とする。)に達していることをいうものである。た

だし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76

号。以下「育児・介護休業法」という。第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられ

ている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤

の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同

時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計

が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例え

ば、一の事業者によって行われる指定介護予防訪問サービス事業所と指定居宅介護支援事業所が併設さ

れている場合、指定介護予防訪問サービス事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務し

ている者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものであ

る。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定介護予防通所

サービス及び指定介護予防短時間通所サービスについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうもの

であり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、介護予防通所サービス及び介護予防短時

間通所サービスについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一

職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従

事しないことをもって足りるものである。 

(5)「面積」 

  必要面積においては、内法で算出するものとする。 

従業者の員数 ２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 

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=市へ届け出ているサービス提供時間 

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、
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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 〈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。 

設備及び備品等 ３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 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 
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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)  設備に係る共用 

  指定介護予防短時間通所サービス事業所と指定事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス

提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるものは共用が可能である。また、玄

関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについても、利用者へのサー

ビス提供に支障がない場合は、共用が可能である。ただし、指定介護予防短時間通所サービスの機能訓

練室と、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病院、診療所、介護老人保健福祉

施設又は介護医療院における指定介護予防通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共

用する場合にあっては、以下の条件に適合することをもって、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と指定介護予防通所リハビ

リテーション等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等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等の設備基準を満たすこと。 

  なお、設備を共用する場合、基準要綱第63条において準用する第51条第２項において、指定介護予

防短時間通所サービス事業者は、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

を講じるよう努めなければならないと定めているところであるが、衛星管理等に一層努めること。 

(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。 

内容及び手続きの説明及

び同意 

４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。 

提供拒否の禁止 〈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、
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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 

〈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。 

受給資格の確認 〈受給資格の確認〉 

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及び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

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。 

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〉 

 〈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。 

サービス提供の記録 〈サービス提供の記録〉 

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。 

利用料の受領 〈利用料の受領〉 

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）
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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 

〈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。 

緊急時の対応 〈緊急時の対応〉 

 〈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 〈管理者の責務〉 
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〈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。 

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 〈勤務体制の確保など〉 

 〈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、専従の介護職員の配置、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。 

非常災害対策 〈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
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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 〈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。 

秘密保持等 〈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。 

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〉 

 〈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。 

苦情への対応等 〈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 〈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
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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 〈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 〈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 〈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。 

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。 
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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。 

具体的取扱方針 〈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。 

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、利用者の介護予防短時間通所サービス計

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。 


