
共生型サービス説明会
(障害福祉サービス事業者等対象)

※厚生労働省作成資料の⼀部抜粋、加筆等があります。
※改正内容は政令等の公布（3月中旬頃の予定）をもって確定されるものであり、
今後変更される可能性があります。

平成30年2月14日(水)
午後２時〜午後２時半

あじさい会館１階 ホール

相模原市健康福祉局
保健高齢部高齢政策課

指定・指導班
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⾼齢障害者の介護保険サービスの円滑な利⽤を促進する観点から、
介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉(障害児含む）両⽅の制度に相互に共通するサービス

※ 障害福祉サービスには介護保険の⼩規模多機能型居宅介護と同様のサービスは無いが、障害福祉制度の現⾏の基準該当の仕組みにお
いて、障害児者が（看護）⼩規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。

介護保険サービス 障害福祉サービス等
ホームヘルプ
サービス 訪問介護 居宅介護

重度訪問介護

デイサービス 通所介護
（地域密着型を含む）

ショートステイ 短期入所生活介護
（予防を含む） 短期入所

「通い・訪問・
泊まり」といっ
たサービスの組
み合わせを一体
的に提供する
サービス※

（看護）⼩規模多機能型居宅
介護（予防を含む）

・通いサービス

・泊まりサービス

・訪問サービス

生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）
⾃⽴訓練（機能訓練・生活訓練） （通い）
児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）
放課後等デイサービス（同上）

短期入所 （泊まり）

居宅介護 （訪問）
重度訪問介護

共生型サービス

生活介護（主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く）
⾃⽴訓練（機能訓練・⽣活訓練）

児童発達支援（主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く）
放課後等デイサービス（同上）

※共生型サービスの対象外となるが、
既存制度に置いて実施可能

介護保険サービスと障害福祉サービス等の対応関係
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共生型サービスの対象となる介護保険サービス

サービス名 対象者 サービス内容 介護サービス
事業所数

訪問介護
（共生型訪問介護）

要介護１〜５

ホームヘルパー等が訪問し、入浴、
排せつなどの介護や日常生活上の世
話を⾏う。

159

通所介護
（共生型通所介護）

デイサービスセンター（定員19人
以上）で、入浴や食事などの日常生
活上の世話や機能訓練などを⾏う。

89

地域密着型通所介護
（共生型地域密着型通所介護）

デイサービスセンター（定員18人
以下）で、入浴や食事などの日常生
活上の世話や機能訓練などを⾏う。
※本市の被保険者のみ利⽤可能

137

短期入所生活介護
（共生型短期入所生活介護）

特別養護⽼⼈ホームなど福祉施設へ
の短期入所。

43

介護予防短期入所生活介護
（共生型介護予防短期入所生活介護）要支援１・２

42

※事業所数は、平成30年1月1日時点
4
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運営基準について

 指定介護サービス事業所としてサービスを提供する場合は、介護保険制度上
の運営基準を満たす必要があります。

 各サービスの運営基準について、次ページから掲載していますので、該当す
る準用項目について、既存サービスの「介護サービス事業者のための運営の
手引き（以下、運営の手引き）」で確認をしてください。

＜「運営の手引き」の掲載場所＞
「相模原市公式ホームページ（http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/index.html）」
→「暮らし・手続き」
→「介護」
→「介護サービス事業者に係る運営の手引き・運営状況点検書等」

共生型サービス 確認する既存サービスの
「運営の手引き」

共生型訪問介護 訪問介護
共生型通所介護 通所介護
共生型地域密着型通所介護 地域密着型通所介護
共生型短期入所生活介護
共生型介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護
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運営基準について

指定介護サービス事業所としてサービスを提供する場合は、訪問介護の運営基準のうち、次の項目を遵
守しなければなりません。

共生型訪問介護の運営基準

基本方針
訪問介護員等の員数
管理者内容及び⼿続きの説明及び同意
提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受益者資格等の確認
要介護認定の申請に係る援助
心身の状況等の把握
居宅介護⽀援事業者との連携
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
居宅サービス計画等の変動の援助
⾝分を証する書類の携⾏
サービスの提供の記録
利⽤料等の受領
保険給付の請求のための証明書の交付
指定訪問介護の基本取扱方針
指定訪問介護の具体的取扱方針

訪問介護計画の作成
同居家族に対するサービス提供の禁止
利⽤者に関する市町村への通知
緊急時等の対応
管理者及びサービス提供責任者の責務
運営規程
介護等の総合的な提供
勤務体制の確保等
衛⽣管理等
掲示
秘密保持等
広告
不当な働きかけの禁⽌
居宅介護⽀援事業者に対する利益供与の禁⽌
苦情処理
地域との連携
事故発生時の対応
会計の区分
記録の整備

該当する項目につい
て、運営の手引き等
で内容を確認してく

ださい。 9



運営基準について

内容及び手続きの説明及び同意
提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受益者資格等の確認
要介護認定の申請に係る援助
心身の状況等の把握
居宅介護⽀援事業者との連携
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
居宅サービス計画等の変動の援助
サービスの提供の記録
保険給付の請求のための証明書の交付
利⽤者に関する市町村への通知
緊急時等の対応
掲示
秘密保持等
広告
居宅介護⽀援事業者に対する利益供与の禁⽌

苦情処理
地域との連携
会計の区分
管理者の責務
基本方針
管理者
設備及び備品等（第4項のみ）
利⽤料等の受領
指定通所介護の基本取扱方針
指定通所介護の具体的取扱い方針
通所介護計画の作成
運営規程
勤務体制の確保等
定員の遵守
非常災害対策
衛⽣管理等
事故発生時の対応
記録の整備

該当する項目について、
運営の手引き等で内容
を確認してください。

指定介護サービス事業所としてサービスを提供する場合は、通所介護の運営基準のうち、次の項目を遵
守しなければなりません。

共生型通所介護の運営基準
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運営基準について

内容及び手続きの説明及び同意
提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受益者資格等の確認
要介護認定の申請に係る援助
居宅介護⽀援事業者等との連携
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
居宅サービス計画等の変動の援助
サービスの提供の記録
保険給付の請求のための証明書の交付
利⽤者に関する市町村への通知
掲示
秘密保持等
広告
指定居宅介護⽀援事業者に対する利益供与の禁⽌
苦情処理
会計の区分
緊急時等の対応

基本方針
管理者
設備及び備品等（第4項のみ）
心身の状況等の把握
利⽤料等の受領
指定地域密着型通所介護の基本取扱方針
指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針
地域密着型通所介護計画の作成
管理者の責務
運営規程
勤務体制の確保等
定員の遵守
非常災害対策
衛⽣管理等
地域との連携等
事故発生時の対応
記録の整備

該当する項目につ
いて、運営の手引
き等で内容を確認
してください。

指定介護サービス事業所としてサービスを提供する場合は、地域密着型通所介護の運営基準のうち、次
の項目を遵守しなければなりません。

共生型地域密着型通所介護の運営基準
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運営基準について

提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受給資格等の確認
要介護認定の申請に係る援助
心身の状況等の把握
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
サービスの提供の記録
保険給付の請求のための証明書の交付
利⽤者に関する市町村への通知
掲示
秘密保持等
広告
居宅介護⽀援事業者に対する利益供与の禁⽌
苦情処理
地域との連携
事故発生時の対応
会計の区分
管理者の責務
勤務体制の確保等
非常災害対策
衛⽣管理等

基本方針
管理者
内容及び手続の説明及び同意
指定短期⼊所⽣活介護の開始及び終了
利⽤料等の受領
指定短期入所生活介護の取扱方針
短期入所生活介護計画の作成
介護
食事
機能訓練
健康管理
相談及び援助
その他のサービスの提供
緊急時等の対応
運営規程
定員の遵守
地域等との連携
記録の整備

該当する項目について、運
営の手引き等で内容を確認

してください。

指定介護サービス事業所としてサービスを提供する場合は、短期入所生活介護の運営基準のうち、次の
項目を遵守しなければなりません。

共生型短期入所生活介護の運営基準
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運営基準について

提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受給資格の確認
要支援認定の申請に係る援助
心身の状況等の把握
介護予防サービス費の支給を受けるための援助
介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供
サービス提供の記録
保険給付の請求のための証明書の交付
利⽤者に関する市町村への通知
管理者の責務
掲示
秘密保持等
広告
介護予防⽀援事業者に対する利益供与の禁⽌
苦情処理
地域との連携
事故発生時の対応
会計の区分
勤務体制の確保等

非常災害対策
基本方針
管理者
内容及び手続の説明及び同意
指定介護予防短期⼊所⽣活介護の開始及び終了
利⽤料等の受領
身体的拘束等の禁止
緊急時等の対応
運営規程
定員の遵守
地域との連携
記録の整備
指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針
指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針
介護
食事
機能訓練
健康管理
相談及び援助
その他のサービスの提供

該当する項目について、
運営の手引き等で内容
を確認してください。

指定介護サービス事業所としてサービスを提供する場合は、介護予防短期入所生活介護の運営基準のう
ち、次の項目を遵守しなければなりません。

共生型介護予防短期入所生活介護の運営基準
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共⽣型通所介護等が⾏う介護保険外の宿泊サービス

宿泊サービスの届出について

１ 宿泊サービスの定義
• 「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業者等が当該事業所の営業時間外に、その設備を利⽤し、当
該事業所の利⽤者に対し、排せつ、⾷事等の必要な介護などの⽇常⽣活上の世話について、夜間及び
深夜に指定通所介護以外のサービスとして提供するものとされています（介護保険外のサービス）。

２ 宿泊サービスの届出について
• 宿泊サービスを提供する場合、事前に相模原市への届出が必要になり、届出を⾏わないことは指定通
所介護等の運営基準違反となります。

３ 宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針
• 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、市では「指定通所介護事業所等の設備を利⽤
し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員及び運営に関する指
針」を制定しています。

【指針の内容について（抜粋）】
・宿泊サービス従業者は、宿泊サービスの提供内容に応じ必要数を確保することとし、宿泊サービス
の提供を⾏う時間帯を通じて、夜勤職員として介護職員⼜は看護職員を常時１⼈以上確保すること。

・宿泊サービス事業所の利⽤定員は、指定通所介護事業所等の運営規程に定める利⽤定員の２分の１
以下かつ９人以下とすること。 14



共生型地域密着型通所介護の運営基準について

１ 共生型“地域密着型”通所介護とは

• 介護保険サービスのデイサービスは、定員によってサービス種別が分けられています。
• 利⽤定員（事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利⽤者の数の
上限）が18人以下の事業所は「地域密着型通所介護」、19人以上の事業所は「通所介
護」です。

• 共生型地域密着型通所介護は、地域密着型サービスです。共生型サービスの中で、地域密
着型サービスは、共生型地域密着型通所介護のみです。

• 地域密着型サービスは、本市の被保険者のみが利⽤できるサービスです※。

※住所地特例対象者（保険者は相模原市だが、他市の住所地特例施設にお住まいで住⺠登
録地も他市の方）を除く。
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共生型地域密着型通所介護の運営基準について

２ 運営推進会議について

• 地域密着型サービスでは、事業所が地域との連携を図るため、利⽤者や利⽤者家族、地域
代表者等で構成される「運営推進会議」の設置が義務付けられています。

• 「運営推進会議」は、構成員に対して提供しているサービス内容等を明らかにするととも
に、事業所による利⽤者の「抱え込み」を防⽌し、地域に開かれたサービスとすることで、
サービスの質の確保を図ることを目的として実施します。

• 地域密着型通所介護は、半年に１回の開催が義務付けられています。
• 運営推進会議の議事録は、管轄の高齢者相談課と地域包括支援センター（高齢者支援セン
ター）に提出します。

＜運営推進会議の構成員＞
・利⽤者や利⽤者家族
・地域代表者
・市職員又は地域包括支援センター（高齢者支援センター）職員

＜運営推進会議での主な議題の例＞
・ 状況報告(⼊居者（利⽤者）数、介護度、年齢、⼊退居状況)
・ 活動状況報告
・ 自治会の催し物や避難訓練等の情報提供と入居者の参加可否の検討
・ 非常災害時の地域との連携について(消防団や自主防災隊との連携) 16



介護報酬の算定構造
介護報酬（案）について

＜算出方法＞
介護報酬（10割）＝単位数×地域単価※
※地域単価（相模原市（４級地）の場合）
訪問介護・・・ 10.84
通所介護・地域密着型通所介護・・・ 10.54
(介護予防)短期入所生活介護・・・ 10.66

 次ページから各サービスの単位数を掲載しておりますので、下記の算出方
法で介護報酬を算出し、指定申請の参考としてください。

 次ページからの介護報酬の算定構造は、厚⽣労働省作成資料の⼀部抜粋です。
詳しくは、厚⽣労働省のホームページでご確認ください。

＜「介護報酬の算定構造」の掲載場所＞
厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）
→政策について
→審議会・研究会等
→社会保障審議会(介護給付費分科会) 
→第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

資料２ 介護報酬の算定構造 17

http://www.mhlw.go.jp/


介護報酬の算定構造
訪問介護
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介護報酬の算定構造
通所介護

通所介護の事業所については、事業所規模に応じた介護報酬
が設定されており、事業所規模には、「通常規模型」「大規模
型（Ⅰ）」「大規模型（Ⅱ）」があります。事業所規模につい
ては、「運営の手引き（通所介護）」Ｐ．31をご確認ください。
また、ここでは例として「通常規模型」を掲載しています。

「大規模型（Ⅰ）」「大規模型（Ⅱ）」の単位数については、
厚⽣労働省のホームページにてご確認ください。
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介護報酬の算定構造
地域密着型通所介護
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介護報酬の算定構造
短期入所生活介護
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介護報酬の算定構造
介護予防短期入所生活介護
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指定申請等について

今後、国から申請方法・申請様式等が通知され次第、
「障害福祉情報サービスかながわ」等を通じてご連絡
いたします。「障害福祉情報サービスかながわ」の確
認をお願いします。

出席票兼指定申請意向調査票の提出をお願いします。
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