
○地域密着型通所介護事業の概要について

平成28年４月１日から通所介護事業所のうち，事業所の利用定

員が厚生労働省令で定める数（19人）未満の事業所については，

「地域密着型通所介護事業所」となります。

平成26年６月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律」（平成26年法律第83号）による介護保険法の改正によ

り，小規模な通所介護事業所（※利用定員19人未満を予定）については，少人数で生活圏

域密着したサービスであることを踏まえ，地域との連携や運営の透明性の確保，また，市町

村が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う

必要があるため，平成28年４月１日から「地域密着型通所介護」として地域密着型サービス

に移行されることとなりました。

※ 国から正式に示されていないため，現段階の案となります。

○地域密着型通所介護事業所の判断基準

・「通所介護事業所」と「地域密着型通所介護事業所」の区別は，制度の施行日前日（平成

28年３月31日）の事業所の利用定員（同時にサービス提供が可能な利用者数の上限）

により判断します。

・前年度の月平均延利用者数により決定される報酬算定上の規模区分（小規模や通常規

模）や実際の利用者の多い・少ないは関係ありません。

・サービス提供単位ごとの利用定員ではなく，事業所全体の利用定員で判断します。（サテ

ライト事業所がある場合は，本体事業所とサテライト事業所の利用定員の合計で判断）

※ 具体的な利用定員の考え方は，資料２，３ページを参照のこと。

○地域密着型通所介護となった場合の変更点

・指定権者が事業所所在の市町村になります（新規・更新申請，変更届，加算届等の提出

先が市町村となり，実地指導，監査も市町村が行います）。

・原則，事業所所在の市町村の住民のみしか利用できません。

・利用者やその家族，地域住民の代表者，市町村職員，地域包括支援センター職員等に

よ構成される「運営推進会議」（※）を設置し，６ヶ月に１回以上（予定）運営推進会議に対

して活動状況を報告し，評価を受けるとともに，必要な要望，助言等を聞く機会を設けな

ければなりません。

・報酬区分（単価）は，前年度の利用者数の実績にかかわらず，現在の小規模型通所介護

費相当となります。

※ 運営推進会議については，事業所所在の市町村の指導に従ってください。
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○地域密着型通所介護事業所となる事例
※同時にサービス提供が可能な利用者数が19人未満

ケース１
終日１単位で実施

【単位１】利用定員10人，サービス提供日時：月～金，9:00～16:00
9:00 16:00

10人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：10人

ケース２
午前と午後の２単位で実施

【単位１】利用定員10人，サービス提供日時：月～金，9:00～12:00
【単位２】利用定員10人，サービス提供日時：月～金，13:00～16:00

9:00 12:00 13:00 16:00

10人 10人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：10人
（※サービス提供時間が異なる場合は，利用定員は合算しない）

ケース３
終日と午前と午後の３単位で実施

【単位１】利用定員10人，サービス提供日時：月～金，9:00～16:00
【単位２】利用定員5人，サービス提供日時：月～金，9:00～12:00
【単位３】利用定員5人，営業日時：月～金，13:00～16:00

9:00 12:00 13:00 16:00

10人
5人 5人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：15人
（※サービス提供時間が重複する場合は，利用者定員を合算する）

ケース４
曜日によって異なる利用定員の２単位で実施

【単位１】利用定員15人，サービス提供日時：月～金，9:00～16:00
9:00 16:00

15人

【単位２】利用定員10人，営業日時：土・日，9:00～16:00
9:00 16:00

10人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：15人
（※曜日によって利用定員が異なる場合は，最大の利用定員で判断する）
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○通所介護事業所となる事例
※同時にサービス提供が可能な利用者数が19人以上

ケース５
終日１単位で運営

【単位１】利用定員25人，サービス提供日時：月～金，9:00～16:00
9:00 16:00

25人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：25人

ケース６
終日と午前と午後の３単位で実施

【単位１】利用定員15人，サービス提供日時：月～金，9:00～16:00
【単位２】利用定員10人，サービス提供日時：月～金，9:00～12:00
【単位３】利用定員10人，サービス提供日時：月～金，13:00～16:00

9:00 12:00 13:00 16:00

15人
10人 10人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：25人
（※単位ごとの利用定員が19人未満でも，同時に事業所全体で19人以上にサー

ビス提供が可能な場合は，通所介護事業所となる）

ケース７
サービス提供時間の異なる２単位で運営

【単位１】利用定員15人，営業日時：月～金，9:00～16:00
【単位２】利用定員15人，営業日時：月～金，11:00～18:00

9:00 11:00 16:00 18:00

15人
15人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：30人

ケース８
曜日によって異なる利用定員の２単位で実施

【単位１】利用定員25人，サービス提供日時：月～金，9:00～16:00
9:00 16:00

25人

【単位２】利用定員10人，営業日時：土・日，10:00～15:00
10:00 15:00

10人

→同時にサービス提供が可能な利用者数：25人
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○ 小規模の通所介護の事業所については，地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が指定・
監督する地域密着型サービスへの移行，または，経営の安定性の確保，サービスの質の向上のため，通
所介護（大規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行する。

○地域密着型通所介護は利用定員18人以下とすることを予定しており，平成28年4月1日施行。

地域密着型通所介護
※利用定員18人以下の予定

小規模多機能型居宅介護の
サテライト型事業所（※２）

平成28年4月1日以降

大規模型Ⅰ・Ⅱ大規模型Ⅰ・Ⅱ
【前年度1月当たり平均利用延人員数：750人超：Ⅰ】
【前年度1月当たり平均利用延人員数：900人超：Ⅱ】

現行

通常規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人超】

小規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数：300人以内】

県
が
指
定

（
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
）

市
町
村
が
指
定

県
が
指
定

通常規模型

認知症対応型認知症対応型

市
町
村
が
指
定

大規模型又は通常規模型の
サテライト型事業所（※１）

小規模型通所介護の移行について

療養通所介護
【利用定員９人以下】

※１ サテライトの利用定員10人以下でも，本体事業所との合計した利用定員11人以上の
場合は，看護職員の配置が必要となる。

※２ 通いサービス及び訪問サービスに係る人員基準を満たし，宿泊室を設ける必要がある。

療養通所介護
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平成28年4月1日からの通所介護の基本報酬の区分について
平成28年４月１日からの通所介護の基本報酬は，以下のとおりとなる。
【県指定】
通常規模型通所介護費 ： 事業所における前年度の１月当たりの平均延利用者数750人以下
大規模型通所介護費（Ⅰ）： 事業所における前年度の１月当たりの平均延利用者数751人以上900人以下
大規模型通所介護費（Ⅱ）： 事業所における前年度の１月当たりの平均延利用者数901人以上

【市町村指定】（地域密着型サービス）
地域密着型通所介護費 ： 事業所における利用定員18人以下
療養通所介護費 ： 事業所における利用定員９人以下

現行 平成28年４月１日以降 参考

県
指
定

小規模型通所介護費
（平均利用延利用者数300人以下）

• 利用定員18人以下は地域密着型通所
介護に移行する。

• 小規模型通所介護費の事業所区分は
廃止され，平均利用延利用者数が
300人以下であっても通常規模型通
所介護費となる。

通常規模型通所介護費
（平均利用延利用者数301人以上750人以下）

通常規模型通所介護費
（平均利用延利用者数750人以下）

大規模型通所介護費（Ⅰ）
（平均利用延利用者数751人以上900人以下）

大規模型通所介護費（Ⅰ）
（平均利用延利用者数751人以上900人以下）

大規模型通所介護費（Ⅱ）
（平均利用延利用者数300人以下）

大規模型通所介護費（Ⅱ）
（平均利用延利用者数901人以上）

療養通所介護費
（利用定員９人以下）

市
町
村
指
定

地域密着型通所介護費
（平均利用延利用者数にかかわらず小規模型
通所介護費相当を予定）

• 利用定員18人以下
• 運営推進会議の設置
• 事業所所在の市町村住民のみ利用可

療養通所介護費
• 利用定員９人以下
• 運営推進会議の設置
• 事業所所在の市町村住民のみ利用可
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○地域密着型通所介護に関するＱ＆Ａ
※基準省令及びその取扱いが国から正式に示されていないため，変更となる場合があります。

Ｑ１ 通所介護事業所の指定を受けている事業所が，地域密着型通所介護事業所に移行

するにあたり，移行手続きを行う必要はあるか。

Ａ１ 施行日の前日（平成28年３月31日）において通所介護事業の指定を受けている事業

者は，事業所所在の市町村の長から地域密着型通所介護の指定を受けたもの（当該市

町村以外の他の市町村の被保険者が利用していた場合には，当該市町村の長から指定

を受けたもの）とみなすこと（みなし指定）となっており，新たな指定の申請や特段の手続き

を行う必要はありません。

また，新たな地域密着型通所介護事業所としての指定通知は行われません。

Ｑ２ 利用定員が19人未満の通所介護事業所が，平成28年４月１日以降も地域密着型通

所介護事業所ではなく，通所介護事業所として運営を続けることは可能か。

Ａ２ 利用定員19人未満の事業所は，地域密着型通所介護事業所として指定されることに

なり，その際，通所介護事業所としての効力が失われることとなっているため，通所介護事

業所として運営することはできません。

Ｑ３ 地域密着型通所介護事業所として「みなし指定」を受けた場合，事業所の指定有効期

限はいつまでか。

Ａ３ 地域密着型通所介護事業所としてみなし指定を受けた場合の指定の有効期限は，現

在の通所介護事業所として指定（更新）を受けた日から６年間となります。

Ｑ４ 地域密着型通所介護となる事業所の指定更新申請は，県と市町村のどちらに行うこと

になるのか。

Ａ４ 有効期限が平成28年３月31日までの事業所は，県に申請します。なお，県は通所介

護事業所として指定しますが，平成28年４月１日以降は，地域密着型通所介護事業所の

みなし指定となります。

有効期限が平成28年４月1日以降の事業所は，事業所所在の市町村に申請します。

Ｑ５ 地域密着型通所介護事業所となった事業所の変更届や介護給付費算定に係る体制

等に関する届出書（加算届）等の提出先はどうなるのか。

Ａ５ 事業所所在の市町村へ提出します。なお，加算届の提出期限は従来どおり，毎月15

日以前に提出された場合は翌月から，毎月16日以後に提出された場合は翌々月からの

算定開始となります。
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Ｑ６ 地域密着型通所介護事業所となった事業所が，平成28年４月以降に利用定員を19人

以上に変更する場合の取扱いはどうなるのか。

Ａ６ 通所介護事業所となるため，市町村に地域密着型通所介護事業所の廃止届を提出

するとともに，県に通所介護事業所の新規指定申請を行う必要があります。

なお，通所介護事業所が利用定員19人未満に変更するときは，県に通所介護事業所

の廃止届，市町村に地域密着型通所介護事業所の新規指定申請が必要です。

また，新規指定は審査期間が必要となりますので，廃止届の提出と同様に，定員を変

更する１月前までに申請する必要があります。

Ｑ７ 地域密着型通所介護事業所は，原則，事業所所在の市町村の住民しか利用できな

いとのことだが，地域密着型通所介護に移行する事業所において，現在，通所介護事業

所を利用している他市町村の利用者も利用できなくなるのか。

Ａ７ 施行日の前日（平成28年３月31日）において，事業所所在の市町村外の住民が利用

していた場合，地域密着型通所介護事業所のみなし指定は，その市町村から指定を受け

たものとみなすこととなるため，平成28年４月１日以降も当該事業所を利用できます。

Ｑ８ 住所地特例（※）対象施設である「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住

宅」の入居者は，地域密着型通所介護事業所を利用できるか。

Ａ８ 住所地特例対象施設の入居者が利用できる地域密着型（介護予防）サービスは，「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護」，「夜間対応型訪問介護」，「（介護予防）認知症対応

型通所介護」，「（介護予防）小規模多機能型居宅介護」，「看護小規模多機能型居宅介

護」に限定されていますが，地域密着型通所介護も対象となる予定です。

なお，特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸方式のサービス付き高齢

者向け住宅の入居者については，平成27年4月1日以降に該当する施設に入居した者の

み利用可能です。

※ 住所地特例

住所地特例対象施設に施設所在地外の住民が入所・入居し，当該施設に住所を変更

した場合であっても，引き続き元の住所地の市町村の被保険者となる制度

Ｑ９ 地域密着型通所介護所の「みなし指定」を受けたくない場合，どのような手続きをする

のか。また，みなし指定を辞退すると，事業所はどのような取扱いになるか。

Ａ９ 地域密着型通所介護事業所の「みなし指定」を受けたくない場合は，みなし指定の辞

退の申出を行うとともに，廃止届の提出が必要です。

また，みなし指定を辞退することは，①事業所を廃止する，②大規模型または通常規模

型のサテライト事業所となる，③小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所となるのい

ずれかとなります（従来の通所介護事業所としての運営はできません）。
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Ｑ10 大規模型または通常規模型のサテライト事業所とするにはどうすればよいか。

Ａ10 サテライト事業所については，次の要件を満たす場合は，一体的なサービス提供の

単位として，事業所に含めて指定されます。（県が必要性を検討し，指定するか判断しま

す）

①利用申込みに係る調整，サービス提供状況の把握，職員に対する技術指導等が一体

的におこなわれること。

②職員の勤務体制，勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時，主たる

事業者や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば，当該出張所等の従

業者が急病等でサービス提供ができなくなった場合に，主たる事業所から急遽代替要

員を派遣できるような体制）にあること。

③苦情処理や損害賠償等に際して，一体的な対応ができる体制にあること。

④事業の目的や運営方針，営業日や運営時間，利用料等を定める同一の運営規程が定

められること。

⑤人事，給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

なお，サテライト事業所は，別単位として取り扱われるため，単位ごとに必要な職員を配置

する必要があり，サテライト事業所の利用定員が10人以下であっても本体事業所とサテライト

事業所の利用定員の合計が11人以上となる場合，本体事業所とサテライト事業所の両方に

それぞれ看護職員の配置が必要になります。（生活相談員は単位ごとに配置不要ですが，

サテライト事業所においても相談が受けられるよう，サテライト事業所にも巡回させること）

介護報酬区分は，本体事業所と同じ区分（大規模型または通常規模型）となります。

Ｑ11 小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所とするにはどうすればよいか。

Ａ11 市町村から小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所として指定を受ける

ことが必要であり，次の要件を満たす必要があります。

①介護保険その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の実績を有す

る事業者であること。

②宿泊室を設置すること（平成30年３月31日まで整備の猶予期間がありますが，その場

合，整備計画を策定し，市町村に提出することが必要であり，また，猶予期間までに整

備できないときは指定が取り消されます）。

③小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所として人員基準等を満たすこと

（通いサービス及び訪問サービスの人員配置が必要であり，通所介護としてのみの人

員配置では，人員欠如減算（70/100）の対象となる）。
なお，指定申請については，市町村の指導・指示に従うこと。

Ｑ12 地域密着型通所介護事業の人員及び設備等の基準はどうなるのか。

Ａ12 国から正式な基準省令が示されていませんが，現時点で国から示されている案では，

通所介護事業の基準とほぼ同じ内容となっています（運営推進会議の設置を除く）。

また，地域密着型通所介護の人員及び設備等の基準は，国の基準省令に基づき市町

村が条例で定めることになっており，市町村によっては，文書の保存期間など，国の省令
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基準とは異なる場合があるので，事業所所在の市町村の指導に従ってください。

また，平成27年４月から通所介護事業の看護職員の配置基準が一部緩和され，病院，

診療所及び訪問看護ステーション（以下「病院等」という。）から，営業日ごとに看護職員が

派遣され，その病院等と密接，かつ適切な連携（緊急時に駆けつけることができる体制，

適切な指示ができる連絡体制などの確保）を図っている場合は，通所介護事業所に看護

職員を配置しなくてもよいとされていますが，この派遣された看護職員を機能訓練指導員

として兼務させることはできません。別に機能訓練指導員の配置が必要です。

また，看護職員が配置されていない場合，人員欠如開始月の翌月から解消月まで人員

欠如減算（70/100）の対象となり，さらに人員欠如が継続すると指定が取り消されることが
あります。特に事業所の統合等により，看護職員が新たに必要となる事業所は，充分注意

願います。
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