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平成28年９月28日条例第72号 
改正 

平成30年３月29日条例第29号 
  市指定居宅介護 援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

目次 
第１章 総則（第１条） 
第２章 申請者に関する基準（第２条） 
第３章 基本方針（第３条） 
第４章 人員に関する基準（第４条・第５条） 
第５章 運営に関する基準（第６条―第31条） 
第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第32条） 
附則 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第47条第１項第１
号、第79条第２項第１号並びに第81条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事
業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

第２章 申請者に関する基準 
第２条 法第79条第２項第１号に定める条例で定める者は、法人とする。 

第３章 基本方針 
第３条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行
われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の
選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率
的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同
じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の
立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等（法第８条第24項に規定する指定居宅サー
ビス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者（法第41条第１項に
規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏することのないよう、公正中
立に行われなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、保険者である市町村（特別区を含む。
以下「保険者市町村」という。）、法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター、老人
福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅
介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援事業者を
いう。以下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連
携に努めなければならない。 

第４章 人員に関する基準 
（従業者の員数） 
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第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」とい
う。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤である
ものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに１とする。 
（管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければな
らない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号
イ(３)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げ
る場合は、この限りでない。 
(１) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 
(２) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支
援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 
第５章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 
第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援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20条に規定する運営規程の概要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利用申
込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス
計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数
の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を
得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はそ
の家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に
係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第１項の規
定による文書の交付に代えて、第７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、当該指定居宅介護支援事業者は、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 指定居宅介護支援事業者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
子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、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 指定居宅介護支援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第１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、
指定居宅介護支援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
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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第１項に規定する重要事項を記録したも
のを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を
作成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者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。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第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４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 
(２) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、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７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 
（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護支援事
業所が通常時に指定居宅介護支援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居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居
宅介護支援事業者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。 
（受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示
する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめな
ければならない。 
（要介護認定の申請に係る援助） 

第10条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思
を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない
利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われて
いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行
わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介
護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 
（身分を証する書類の携行） 

第11条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する
書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨
を指導しなければならない。 
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（利用料等の受領） 
第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第46条第４項の規定に基づき居宅介護サ
ービス計画費（同条第２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居
宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受
ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、
居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以
外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者
から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定す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、利用者の
同意を得なければならない。 
（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第13条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の利用料の支払
を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付
しなければならない。 
（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第14条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医
療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改
善を図らなければならない。 
（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第15条 指定居宅介護支援の方針は、第３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、次に定めるところによるものとする。 
(１) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業
務を担当させるものとする。 

(２) 指定居宅介護支援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。 

(３) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支
援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サ
ービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

(４) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援す
る観点から、介護給付等対象サービス（法第24条第２項に規定する介護給付等対象サービスをい
う。以下同じ。）以外の保健医療サービス は福祉サービス、当該地域の住 による 発的な活
動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

(５) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの
選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用
料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

(６) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につ
いて、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の
評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが
できるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 
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(７) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）
に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、
理解を得なければならない。 

(８) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用
者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該ア
セスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せにつ
いて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す
べき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並び
にサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければな
らない。 

(９) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のため
に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅
サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以
下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅
サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
ただし、利 者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の  の状況等により、主治の医師 は 科
医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合その
他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることが
できるものとする。 

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保
険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用
者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及
び担当者に交付しなければならない。 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪
問介護計画（  市指定居宅サービス等の事業の 員、設備及び運営に関する基準等を定める条
例（平成28年  市条例第71号。以下この項において「指定居宅サービス等基準条例」という。）
第25条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等、指定居宅サービス等基準条例において位置
付けられている計画の提出を求めるものとする。 

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用
者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、
指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

(13)の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたと
きその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身又は生
活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、当該利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤
師に提供するものとする。 

(14) 介護支援専門員は、第13号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に
当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、
特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 
ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 
イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

-5-



(15) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サ
ービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるこ
とができるものとする。 
ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 
イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定
を受けた場合 

(16) 第３号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準用す
る。 

(17) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供さ
れた場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場
合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その
他の便宜の提供を行うものとする。 

(18) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする要介護者から依頼が
あった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の
作成等の援助を行うものとする。 

(18)の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（指
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）の規定により
厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、
その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、
当該居宅サービス計画を保険者市町村に届け出なければならない。 

(19) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を
希望している場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めな
ければならない。 

(19)の２ 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居
宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ
スを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り
これを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当
該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、
当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。 

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付け
る場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、
利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期
入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなけれ
ばならない。 

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利
用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて
随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上
で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しな
ければならない。 

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、そ
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の利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 
(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会
意見又は法第37条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの
種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サー
ビス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）を
説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介
護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第３項の規定に基づき、指定介護予防支援事業
者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定
居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければなら
ない。 

(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する
会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の
求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 
第16条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、保険者市町村（法第41条第10項の規定により同条第９項
の規定による審査及び 払に関する事務を国 健康保険団体連合会（国 健康保険法（昭和33年法
律第192号）第45条第５項に規定する国 健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託してい
る場合にあっては、当該国 健康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けら
れている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第41条第６項の規定により居宅介護
サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービ
ス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出
しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係
る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、保険者市町村（当該
事務を国 健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国 健康保険団体連合会）に
対して提出しなければならない。 
（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第17条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介
護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、
当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければなら
ない。 
（利用者に関する保険者市町村への通知） 

第18条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援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保険者市町村に通知しなければならない。 
(１) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要
介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(２) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 
（管理者の責務） 

第19条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他
の従業者の管理、指定居宅介護支援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
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理を一元的に行わなければならない。 
２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従
業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 
（運営規程） 

第20条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、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（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を定めるものとす
る。 
(１) 事業の目的及び運営の方針 
(２) 従業者の職種、員数及び職務内容 
(３) 営業日及び営業時間 
(４) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 
(５) 通常の事業の実施地域 
(６) その他運営に関する重要事項 
（勤務体制の確保） 

第21条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することができる
よう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかな
ければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介
護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の
補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな
ければならない。 
（設備及び備品等） 

第22条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居
宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 
（従業者の健康管理） 

第23条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管
理を行わなければならない。 
（掲示） 

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、
介護支援専門員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） 

第25条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、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 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他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のないよう、必要な措置を講じなけれ
ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、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
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。 
（広告） 
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第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、
その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 
（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第27条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成
又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業
者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者
に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に
対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サー
ビス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
（苦情処理） 

第28条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に
位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」という。）に対する利用
者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけれ
ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により市及
び保険者市町村（以下この項及び次項において「市等」という。）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市等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
て市等が行う調査に協力するとともに、市等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 指定居宅介護支援事業者は、市等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市等に報告
しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第41条第１項に規定する指
定居宅サービス又は法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国 
健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護 援事業者は、指定居宅介護 援等に対する利 者からの苦情に関して国 健康保
険団体連合会が行う法第176条第１項第３号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介
護 援に関して国 健康保険団体連合会から同号の指導 は助 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。 

７ 指定居宅介護 援事業者は、国 健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善
の内容を国 健康保険団体連合会に報告しなければならない。
（事故発生時の対応） 

第29条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した
場合には速やかに市、保険者市町村、利用者の家族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 指定居宅介護支援事業者は、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 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発
生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
（会計の区分） 
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第30条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事
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。 
（記録の整備） 

第31条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな
ければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援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２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければなら
ない。 
(１) 第15条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 
(２) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 
ア 居宅サービス計画 
イ 第15条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 
ウ 第15条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 
エ 第15条第14号に規定するモニタリングの結果の記録 

(３) 第18条に規定する保険者市町村への通知に係る記録 
(４) 第28条第２項に規定する苦情の内容等の記録 
(５) 第29条第１項に規定す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 

第６章 基準該当居宅介護支援に関する基準 
（準用） 

第32条 第３条、第４章及び前章（第28条第６項及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護
支援の事業について準用する。この場合において、第６条第１項中「第20条」とあるのは「第32条
において準用する第20条」と、第12条第１項中「指定居宅介護支援（法第46条第４項の規定に基づ
き居宅介護サービス計画費（同条第２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）
が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居
宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第47条第３項に規定する特例居
宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

附 則 
この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日条例第29号） 
１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第15条第18号の次に１号を加える改正規
定は、平成30年10月１日から施行する。 

２ 平成33年３月31 までの間は、この条例による改正後の  市指定居宅介護 援等の事業の 員
及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第５条第２項の規定にかかわら
ず、介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号イ(３)
に規定する主任介護支援専門員を除く。）を新条例第５条第１項に規定する管理者とすることがで
きる。 

-10-



○  市指定介護予防 援等の事業の 員及び運営並びに指定介護予防 援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

平成26年12月22日条例第43号 
改正 

平成27年３月20日条例第28号 
平成28年９月28日条例第77号 
平成30年３月29日条例第36号 

  市指定介護予防 援等の事業の 員及び運営並びに指定介護予防 援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

目次 
第１章 総則（第１条） 
第２章 申請者に関する基準（第２条） 
第３章 基本方針（第３条） 
第４章 人員に関する基準（第４条・第５条） 
第５章 運営に関する基準（第６条―第30条） 
第６章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第31条―第33条） 
第７章 基準該当介護予防支援に関する基準（第34条） 
附則 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第59条第１項第１
号、第115条の22第２項第１号並びに第115条の24第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防
支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定めるものとする。 

第２章 申請者に関する基準 
第２条 法115条の22第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

第３章 基本方針 
第３条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活
を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の
選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス
及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同
じ。）は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の
立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等（法第８条の２第18項に規定する指定
介護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しく
は地域密着型介護予防サービス事業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏
することのないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター（法第115条
の46第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭和38年法律第
133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者（法第46条第
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１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、介
護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123
号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談 援事業者、住 の 発的な活動によるサー
ビスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。 

第４章 人員に関する基準 
（従業者の員数） 

第４条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業所」とい
う。）ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護
予防支援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなければならない。 
（管理者） 

第５条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに専らその業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、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、管
理者は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者であ
る地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。 

第５章 運営に関する基準 
（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援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19条に規定する運営規程の概要、担当職員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 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サー
ビス計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は
複数の指定介護予防サービス事業者（法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をい
う。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なけれ
ばならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はそ
の家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏
名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第１項の規定
による文書の交付に代えて、第７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
使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、当該指定介護予防支援事業者は、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 指定介護予防支援事業者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
子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、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 指定介護予防支援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第１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、
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指定介護予防支援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第１項に規定する重要事項を記録したも
のを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録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。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者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。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定により第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４項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの 
(２) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援事業者は、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７条 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。 
（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定介
護予防支援事業所が通常時に指定介護予防支援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支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当
な他の指定介護予防支援事業者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。 
（受給資格等の確認） 

第９条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、その者の提示
する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめる
ものとする。 
（要支援認定の申請に係る援助） 

第10条 指定介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、利用申込者の意思
を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない
利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われて
いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行
わなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支
援認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 
（身分を証する書類の携行） 

第11条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類を
携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導
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しなければならない。 
（利用料等の受領） 

第12条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援（法第58条第４項の規定に基づき介護予防サ
ービス計画費（同条第１項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介
護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受
ける利用料（介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、
介護予防サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 
（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第13条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条の利用料の支払を受け
た場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しな
ければならない。 
（指定介護予防支援の業務の委託） 

第14条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第３項の規定により指定介護予防支援の一部を
委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
(１) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会（介
護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号ロ(２)に規定する地域包括支
援センター運営協議会をいう。）の議を経なければならないこと。 

(２) 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業
務の範囲及び業務量について配慮すること。 

(３) 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能力を有す
る介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。 

(４) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門
員が、第３条、この章及び次章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 
第15条 指定介護予防支援事業者は、毎月、市（法第53条第７項において読み替えて準用する法第41
条第10項の規定により法第53条第６項の規定による審査及び 払に関する事務を国 健康保険団
体連合会（国 健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国 健康保険団体連
合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国 健康保険団体連合会）に対し、
介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サ
ービス（法第53条第４項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サー
ビス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。）と
して位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介護予防サー
ビスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市（当該事
務を国 健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国 健康保険団体連合会）に対
して提出しなければならない。 
（利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付） 

第16条 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その
他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその
実施状況に関する書類を交付しなければならない。 
（利用者に関する市への通知） 

第17条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに
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該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 
(１) 正当な理由なしに介護給付等対象サービス（法第24条第２項に規定する介護給付等対象サー
ビスをいう。以下同じ。）の利用に関する指示に従わないこと等により、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) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 
（管理者の責務） 

第18条 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業
者の管理、指定介護予防支援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 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者に
この章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 
（運営規程） 

第19条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、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（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を定めておかなけ
ればならない。 
(１) 事業の目的及び運営の方針 
(２) 担当職員その他の従業者の職種、員数及び職務の内容 
(３) 営業日及び営業時間 
(４) 指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 
(５) 通常の事業の実施地域 
(６) その他運営に関する重要事項 
（勤務体制の確保） 

第20条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、指定
介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担
当職員によって指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員の補助の業
務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ
ならない。 
（設備及び備品等） 

第21条 指定介護予防支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設
けるほか、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 
（従業者の健康管理） 

第22条 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者の清潔の保持及び健康状態について、
必要な管理を行わなければならない。 
（掲示） 

第23条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、
担当職員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24条 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、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。 
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２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他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のないよう、必要な措置を講じなければなら
ない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議（第32条第９号に規定するサービス担当者会議
をいう。）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。 
（広告） 

第25条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告をする場合においては、
その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 
（介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第26条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス計画の
作成又は変更に関し、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に対して特定の介護予防サービス事
業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に
対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならな
い。 

３ 指定介護予防支援事業者及び担当職員その他の従業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更
に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償
として、当該介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
（苦情処理） 

第27条 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計
画に位置付けた指定介護予防サービス等（第６項において「指定介護予防支援等」という。）に対
する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけれ
ばならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第23条の規定により市が
行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及
び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言
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 指定介護予防支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しな
ければならない。 

５ 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた法第53条第１項に規定す
る指定介護予防サービス又は法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに
対する利 者 はその家族からの苦情の国 健康保険団体連合会への申 てに関して、当該利 者
又はその家族に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者又はその家族からの苦情に関し
て国 健康保険団体連合会が行う法第176条第１項第３号の調査に協力するとともに、自ら提供し
た指定介護予防 援に関して国 健康保険団体連合会から同号の指導 は助 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。 

７ 指定介護予防 援事業者は、国 健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善
の内容を国 健康保険団体連合会に報告しなければならない。
（事故発生時の対応） 
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第28条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した
場合には、速やかに、市、利用者の家族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 指定介護予防支援事業者は、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 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発
生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
（会計の区分） 

第29条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定
介護予防支援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。 
（記録の整備） 

第30条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな
ければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援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２年間（第２号に掲げる記録にあっては、５年間）保存しなければなら
ない。 
(１) 第32条第14号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 
(２) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 
ア 介護予防サービス計画 
イ 第32条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 
ウ 第32条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 
エ 第32条第15号に規定する評価の結果の記録 
オ 第32条第16号に規定するモニタリングの結果の記録 

(３) 第17条に規定する市への通知に係る記録 
(４) 第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録 
(５) 第28条第２項に規定す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 

第６章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 
（指定介護予防支援の基本取扱方針） 

第31条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防（法第８条の２第２項に規定する介護予防をいう。
以下同じ。）に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければ
ならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現
するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなけれ
ばならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改
善を図らなければならない。 
（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第32条 指定介護予防支援の方針は、第３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) 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務
を担当させるものとする。 

(２) 指定介護予防支援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
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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。 
(３) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援
を効果的に行うため、利用者の心身又はその家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護
予防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

(４) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する
観点から、予防給付（法第18条第２号に規定する予防給付をいう。以下同じ。）の対象となるサ
ービス以外の保健医療サービス は福祉サービス、当該地域の住 の 発的な活動によるサービ
ス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

(５) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選
択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービス及び住 に
よる自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して
提供するものとする。 

(６) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者につい
て、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる
領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、当該利用者及びその家族の意欲及び意向を踏まえ
て、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防
の効果を最大限に発揮し、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき
総合的な課題を把握しなければならない。 
ア 運動及び移動 
イ 家庭生活を含む日常生活 
ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション 
エ 健康管理 

(７) 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当
たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
この場合において、担当職員は、面接の趣旨を当該利用者及びその家族に対して十分に説明し、
理解を得なければならない。 

(８) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、当該利用者が目標と
する生活、専門的観点からの目標と具体策、当該利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた
具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、指定介護予防サービス事業者、
自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにそ
の期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用
者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防
サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以
下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護
予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと
する。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求
めることができるものとする。 

(10) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、
保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容につい
て利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。 

(11) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を利用者
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及び担当者に交付しなければならない。 
(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等に対して、
介護予防訪問看護計画書（  市指定介護予防サービス等の事業の 員、設備及び運営並びに指
定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
（平成28年  市条例第73号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第57条第２
号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等
基準条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

(13) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、介
護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準条例において位置付けられている計画の作
成を指導するとともに、指定介護予防サービスの提供状況、利用者の状態等に関する報告を少な
くとも１月に１回、聴取しなければならない。 

(14) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握（利
用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行い、必要に
応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜
の提供を行うものとする。 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき
その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身又は生活
の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、当該利 者の同意を得て主治の医師若しくは 科
医師又は薬剤師に提供するものとする。 

(15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該介護予防サー
ビス計画の目標の達成状況について評価しなければならない。 

(16) 担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業
者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わな
ければならない。 
ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回及びサービスの評価
期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、当該利用者の居宅を訪問
し、当該利用者に面接すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーショ
ン事業所（指定介護予防サービス等基準条例第78条第１項に規定する指定介護予防通所リハビ
リテーション事業所をいう。）を訪問する等の方法により当該利用者に面接するよう努めると
ともに、面接ができない場合にあっては、電話等により当該利用者との連絡を実施すること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 
(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防サー
ビス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるこ
とができるものとする。 
ア 要支援認定を受けている利用者が法第33条第２項に規定する要支援更新認定を受けた場合 
イ 要支援認定を受けている利用者が法第33条の２第１項に規定する要支援状態区分の変更の
認定を受けた場合 

(18) 第３号から第13号までの規定は、第14号に規定する介護予防サービス計画の変更について準
用する。 

(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場
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合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は
利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申
請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする利用申込者から依頼があっ
た場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス計画の
作成等の援助を行うものとする。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービ
スの利用を希望している場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の医師 は 
科医師（次号及び第22号において「主治の医師等」という。）の意見を求めなければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護
予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション
等の医療サービスを位置付ける場合にあっては当該医療サービスに係る主治の医師等の指示があ
る場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場
合にあっては当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示
されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。 

(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養
介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意
するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短
期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむ
ね半数を超えないようにしなければならない。 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、
その利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由を
記載するとともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性につい
て検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を当該介護予防サービス計画に記載しなけれ
ばならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあって
は、その利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売が必要
な理由を記載しなければならない。 

(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見又
は法第37条第１項の規定による指定に係る介護予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予
防サービスの種類についての記載がある場合には、当該利用者にその趣旨（同項の規定による指
定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類については、その変更の
申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス計
画を作成しなければならない。 

(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護
支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第115条の48第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する
会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の
求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 
第33条 指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に

-20-



発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。 
(１) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、
これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に
支援することによって生活の質の向上を目指すこと。 

(２) 利用者による主体的な取組を支援し、常に当該利用者の生活機能の向上に対する意欲を高め
るよう支援すること。 

(３) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定
めて設定し、当該利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。 

(４) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、当該利用者のできる行為は可
能な限り本人が行うよう配慮すること。 

(５) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な予
防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス は福祉サービス、当該地域の住 の 発
的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。 

(６) 地域支援事業（法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。）及び介護給付（法第18条
第１号に規定する介護給付をいう。）と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。 

(７) 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとする
こと。 

(８) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。 
第７章 基準該当介護予防支援に関する基準 

（準用） 
第34条 第２章から前章（第27条第６項及び第７項を除く。）までの規定は、基準該当介護予防支援
の事業について準用する。この場合において、第６条第１項中「第19条」とあるのは「第34条にお
いて準用する第19条」と、第12条中「指定介護予防支援（法第58条第４項の規定に基づき介護予防
サービス計画費（同条第１項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定
介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当介護予防支援」
と、「介護予防サービス計画費の額」とあるのは「法第59条第３項に規定する特例介護予防サービ
ス計画費の額」と読み替えるものとする。 

附 則 
１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
２   市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の 員、設備及び運
営に関する基準等を定める条例（平成24年  市条例第31号）の一部を次のように改正する。 
第217条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防
支援等基準」という。）第30条第９号」を「  市指定介護予防 援等の事業の 員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
（平成26年  市条例第43号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第32条第９号」に
改める。 
第267条第２号中「指定介護予防支援等基準第30条各号」を「指定介護予防支援等基準条例第32

条各号」に、「指定介護予防支援等基準第31条各号」を「指定介護予防支援等基準条例第33条各号」
に改める。 

附 則（平成27年３月20日条例第28号） 
この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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附 則（平成28年９月28日条例第77号） 
この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日条例第36号） 
この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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課題分析標準項目について 

Ⅰ 基本的な考え方 

介護サービス計画作成の前提となる課題分析については、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみに

よって行われてはならず、要介護者等の有する課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認

められる適切な方法を用いなければならない。 中略 

Ⅱ 課題分析標準項目（別添） 

基本情報に関する項目 

№ 標準項目名 項目の主な内容（例） 
１ 基本情報（受付、利用者等基本情報） 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付日時、受

付対応者、受付方法等）、利用者の基本情報（氏名、性別、生年月

日、住所・電話番号等の連絡先）、利用者以外の家族等の基本情

報について記載する項目 

２ 生活状況 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目 

３ 利用者の被保険者情報 利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保護、身体障

害者手帳の有無等）について記載する項目 

４ 現在利用しているサービスの状況 介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービス

の状況について記載する項目  

５ 障害老人の日常生活自立度 障害老人の日常生活自立度について記載する項目 

６ 認知症である老人の日常生活自立
度 

認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目  

７ 主訴 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 

８ 認定情報 利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額

等）について記載する項目 

９ 課題分析（アセスメント）理由 当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退院退所時

等）について記載する項目 

課題分析（アセスメント）に関する項目 
№ 標準項目名 項目の主な内容（例） 
10 健康状態 利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み等）について記

載する項目 
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11 ＡＤＬ ＡＤＬ（寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）

に関する項目 

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する

項目 

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 

14 コミュニケーション能力 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目 

15 社会との関わり 社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変

化、喪失感や孤独感等）に関する項目 

16 排尿・排便 失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など

に関する項目 

17 じょく瘡・皮膚の問題 じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 

18 口腔衛生  ・ 腔内の状態や 腔衛 に関する項 

19 食事摂取 食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する項目 

20 問題行動 問題行動（暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、

不潔行為、異食行動等）に関する項目 

21 介護力 利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、

主な介護者に関する情報等）に関する項目 

22 居住環境 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載す
る項目 

23 特別な状況 特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する項目 
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年 月 日 歳

年 月 日 時 分  時 分

入院日 年 月 日
退院予定日 年 月 日 頃

家族構成とキーパーソン

□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □

□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □

備考欄

平成31年3月版

　　　様式　２

退院調整時の聞き取りシート 担当ケアマネ（ ）

氏名 生年月日 年齢 性別

面談者 病院の連絡窓口(所属）

入院の原因となった病名

面談日時 場所

合併症

病院主治医 在宅主治医

入院の経過・病院からの患者・家族への病状の説明内容と患者・家族の受け止め方、患者・家族の今後の希望

キーパーソン連絡先

病棟での様子

主食 □米飯 □全粥 □ミキサー （摂取量 割）

副食:□通常 □一口大 □刻み □極小刻み □ミキサー（□とろみ付） （摂取量 割）

水分摂取量 1日    ml とろみ剤使用 □あり □なし 塩分制限量 １日 ｇ

移動方法 □ストレッチャー □車いす □杖使用 □歩行器使用 □装具・補助具使用                      

移乗方法
口腔清潔 義歯 □有 □無

医療処置 □バルーンカテーテル □ストマ □気管切開 □喀痰吸引 □胃ろう □床ずれ □インスリン □透析 □その他（ ）

嚥下機能 □問題なし □問題あり 座位保持 □可能 □不可能

更   衣

ＡＤＬ 自
立

見
守
り

一
部
介
助

全
介
助

□経管栄養 （ □鼻腔 □胃ろう ） □ＩＶＨ

服薬管理 □持参薬 □処方薬 □塗布薬 薬の内容（ ）

療養上の
問題

□無 □有(□幻視・幻聴 □興奮 □不穏 □妄想 □暴力 □介護への抵抗 □昼夜逆転 □不眠 □徘徊 □記憶障害

                □危険行為 □不潔行為 □意思疎通困難 □その他（ ）

入    浴 入浴の制限 無 □有（□シャワー浴 □清拭 □その他（ ）

排    泄 場所 □トイレ □ポータブル □尿器 □オムツ

食     事 □ □ □ □

□普通食 □治療食 （ □ Kcal □糖尿病食 □高血圧食 □腎臓病食 □その他）

感染症 □HBV □HCV MRSA 保菌 □発症（部位 □痰 □血液 □尿 □創部） □その他

介護保険の申請 □有（介護度 ) □申請中 □未         □区分変更中

家族への介護指導
□有 □無 有の場合、理解の状況は □十分 □不十分 （問題点 ）

家族の介護力 □有 （続柄 ） □無
＜具体的内容＞

リハビリ
（リハビリから確認）

目標 
内容 
退院後のリハビリの必要性 □有 □無

退院先について

本人の意向 □在宅 □施設(                                         )
家族の意向 □在宅 □施設(                                           )
在宅の場合 住宅改修 □要（ ） □否

   福祉用具 □要（ ） □否
次回受診日 年 月 日（ ）
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申請区分に「レ」を記入してください。

年 月 日

年 月 日 （ 歳）

〒 －

要介護状態区分： （ ） （ ）

有　効　期　間： 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

転出元自治体（市町村）名 [ ]

「はい」の場合、申請日 平成 年 月 日

印

〒 －

年 月 日

〒 －

）

）

）

）

）

）

）

30-4 改訂

※市処理欄

資格者証発行（未・済）
 送付先：

介護保険要介護（要支援）認定申請書
八　戸　市　長
次のとおり申請します。

被

保

険

者

被保険者番号 申請年月日： 平成

フリガナ
生年月日：

氏　　　名
性　　別：

個人番号

住　　　所

電話番号

現在の要介護認定

※14日以内に
  他自治体から

転入した方

現在、転出元自治体に要介護・要支援認定を申請中ですか。
（既に認定結果を受け取っている場合は「いいえ」を選択してください）

２号資格確認
※40～64歳の方

保険者名 医療保険者証記号番号 特定疾病名

申
請
者

名　　　称
(氏　　　名)

窓
口
に
来
た
人

（その他の場合）
担当者名：

住　　　所
電話番号

主
治
医

医療機関名 医師名
主治医へ
の確認日

平成

所　在　地
（市内は不要）

電話番号

● 介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定に
  かかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、八戸市から地域包括支援セン
  タ-、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設の関係人、地域密着型サービス関係人、主治医
  意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示することに同意

● (更新申請のみ）認定有効期間内に要介護・要支援認定が行われる場合は、認定延期通知を省略することに同意

本人署名 代筆者氏名 続柄 （

認
定
調
査
に
つ
い
て

立　会　者
（氏名 被保険者との関係

（調査後確認先　氏名 被保険者との関係 電話番号

日程調整の
連絡先

（氏名 被保険者との関係

（日中連絡可能な電話番号： 希望連絡時間帯

調 査 場 所
（現在地 電話番号

駐車場の有無 ない場合、近所で駐車できる場所（

①病歴・介護が必要となった背景、入退院（所）情報等 ②家族構成 ⑦地域包括支援センター等と
　の関わり(新規申請の場合)

入力

③調査時の注意点

機関名：
④認知症状の有無

区分変更・要支援者の要介護新規申請が必要な理由（前回申請時との違いを記入してください。）

　　※申請１件あたりの費用（13,000円程度）はみなさまからの保険料と税金により支えられております。

⑤難聴の有無

⑥現在利用中のサービス、通院等の曜日 受付 確認

新規 要支援者の要介護新規申請 更新 区分変更 転入

要介護要支援

立会者と同じ

住所と同じ

住所地以外

有 無

明治 大正 昭和

男 女

する

する

地域包括支援ｾﾝﾀｰ居宅介護支援事業所 介護保険施設本人・家族（印不要）

無有

無有

申請者と同じ

その他

有 無

その他

申請者と同じ その他

無

しない

しない

本人

はい いいえ

（高齢者支援センター）
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居宅（介護予防）サービス計画作成届出書

フ リ ガ ナ

被保険者氏名

性別

女 生年
月日

明治 大正 昭和

男

事 業 所 名

事 業 所 の 〒

所 在 地 電話番号　　　　　（　　　　　）

事 業 所 番 号

担当介護支援 介 護 支 援 専 門 員 番 号

専門員氏名等

終了 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

区

分

新規 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

変更
　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　※変更の事由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

被保険者
住 所

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　　　　　（　　　　　）

　居宅サービス等の利用あり
　　　利用したサービス（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注意）
　1　この届出書は、要介護認定の申請時、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに
　　　八戸市介護保険課へ提出して下さい。
　2　居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更する時は、変更年月日を記入の上、速やかに八戸市介護保険課
　　　に提出して下さい。

　※届出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

（介護予防）小規
模多機能型居宅
介護又は看護小
規模多機能型居
宅介護の利用開
始月における居
宅サービス等の
利用の有無

（介護予防）小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護の利用開始月に
おける居宅サービス（居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。）及び（介護
予防）地域密着型サービス（夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び認知症対
応型共同生活介護（短期利用型）に限る。）の利用の有無を記入して下さい。

　保険者確認欄
※この欄は、記入し
ないでください。

 □　被保険者資格　　□　届出の重複　　　
処理 受理 入力

　（あて先）　八戸市長
　　上記の居宅介護支援事業所等に対する、居宅サービス計画作成届出書を提出します。

　居宅サービス等の利用なし

被保険者番号

個人番号

日月年
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〒

電話番号　　　　（　　　　）

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者の名称、所在地及び電話番号
※居宅介護支援事業所が介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。

（注意）
　　　　　１　　この届出書は、介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所等が決まり
　　　　　　　次第、速やかに八戸市介護保険課へ提出して下さい。
　　　　　２　　介護予防サービス計画の作成若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する介護予防支援事業所又は介護
　　　　　　　予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、速やか
　　　　　　　 に八戸市介護保険課へ提出して下さい。
　　　　　　　　届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。
　　　　　３　　住所地特例の対象となる施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村窓口へ提出して下さい。

確認 受理 入力

電話番号　　　　　（　　　　）

保険者確認欄
※この欄は、記入
しないでください。

被保険者

住 所

氏 名

□　被保険者証資格
□　届出の重複

　（あて先）　八戸市長

　上記の介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に介護予防サービス計画の作成又は介護予防
　ケアマネジメントを依頼することについて届け出します。

　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

区

分

新規

変更

令和　　　　年　　　　月　　　　日から

令和　　　　年　　　　月　　　　日から

変更する場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

昭和

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する介護予防支援事業者の名称、所在地、担当者及び電話番号
介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センターの名称、所在地、担当者及び電話番号

生年月日
明治 大正

年 月 日

〒
担当者名

電話番号　　　　（　　　　）

介護予防支援事業者（地域包括支援センター）番号

個人番号

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

女

男性

別

フ リ ガ ナ

被 保 険 者 氏 名

被保険者番号
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第１号様式 

年   月   日 

 （あて先）八戸市長 

住 所 

申請者 

氏 名                 

八戸市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書 

 八戸市介護予防・日常生活支援総合事業を利用したいので、次のとおり申請します。 

被保険者番号  

住    所 

氏    名 男 ・ 女 

生 年 月 日 年     月     日 （      歳） 

電 話 番 号 

緊急連絡先 

住  所： 

氏  名：                   続柄: 

電話番号： 

利用希望事業 □介護予防訪問介護相当サービス □介護予防通所介護相当サービス 

なお、申請にあたっては、次の事項について誓約します。 

１．私は、八戸市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める遵守事項を理解し、

これに従い、自らの意志で事業を利用することとします。 

２．この事業で得られた個人に関する情報を統計処理することに同意します。 

３．この事業で得られた個人に関する情報を、介護予防ケアマネジメントの実施等に活

用する観点から、関係機関へ提供することを了承します。 

４．通所型サービスの実施施設における利用に関する規定を遵守します。 
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No.

1 はい いいえ

2 はい いいえ

3 はい いいえ

4 はい いいえ

5 はい いいえ

6 はい いいえ

7 はい いいえ

8 はい いいえ

9 はい いいえ

10 はい いいえ

11 はい いいえ

12

13 はい いいえ

14 はい いいえ

15 はい いいえ

16 はい いいえ

17 はい いいえ

18 はい いいえ

19 はい いいえ

20 はい いいえ

21 はい いいえ

22 はい いいえ

23 はい いいえ

24 はい いいえ

25 はい いいえ

No.１～20 No.６～10 No.11～12 No.13～15 No.16～17 No.18～20 No.21～25 入力

20 5 2 3 1 3 5

現在の健康状態はいかがですか。　 １ よい　 ２ まあよい　 ３ ふつう　 ４ あまりよくない　 ５ よくない

市処理欄

基本チェックリスト

被保険者番号：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入日：令和　　　　年　　　　月　　　　日

（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない

（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

回答：いずれかに○を
　　　　お付け下さい。

身長　　　　　　　ｃｍ　　体重　　　　　　　ｋｇ　　（BMI＝　　　　　　）　（注）

（注）BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5未満の場合に該当とする。

八戸市長
　現在の心身の状態等について、上記のとおり回答します。
　また、介護予防ケアマネジメントの実施にあたり、必要があるときは、この基本チェックリストを
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、主治医その他必
要な範囲で関係する者に提示することに同意します。

令和　　　年　　　月　　　日 本人署名　　　　　　　　　　　　　　　　.

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない

（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

週に１回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

６ヶ月間で２～３ｋｇ以上の体重減少がありましたか

質問項目

バスや電車で１人で外出していますか

日用品の買い物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１５分位続けて歩いていますか

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか
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ケアプラン作成に関係する介護保険最新情報

１ 介護保険最新情報 38 （全文）（ケアプラン点検支援マニュアル）

２ 介護保険最新情報 155 「介護保険制度に係る書類・手続きの見直し」に関するご意見

への対応について

３ 介護保険最新情報 379 「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」の活用について

４ 介護保険最新情報 484 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジ

メント（第 1 号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の

活用について

５ 介護保険最新情報 685 「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」

について

詳しくは、市ホームページを確認してください。

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/fukushi_kaigo/1
/2/2090.html
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