
【凡例（法令等略称）】

地域密着条例 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成25年八王子市条例第17号）


地域密着予防条例 八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（平成25年八王子市条例第18号）

予防支援条例 八王子市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の基準に関する条例（平成26年八王子市条例第61号）

居宅支援条例 八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成26年八王子市条例第58号）


厚労告第126号 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省告示第126号）

厚労告第95号

地域密着留意事項

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省告示第128号）

地域密着施行要領 地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準に関する条例及び地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営の基準に関する条例施行要領

予防支援施行要領 八王子市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条例施行要領

生活保護法施行規則

【根拠条項】

目次 区分 ページ数 指導テーマ 指導内容 対象種別 根拠条項

２－2

令和3年度条

例改正等に

伴う注意点

24

ハラスメント対策 適切なサービスの提供を確保する

観点から、職場において行われる

性的な言動（セクシャルハラスメ

ント）又は優越的な関係を背景と

した言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたもの（パワー

ハラスメント）により従業者 の

就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。

【定巡】

【夜間】

【認知デイ】

【小多機】

【看多機】

【予防支援】

【定巡】

地域密着条例第32条第5項

【夜間】

地域密着条例第59条(第32条第5項準用)

【認知デイ】

（介護）

地域密着条例第80条（第59条の13第4項準用）

（予防）

地域密着予防条例第28条第4項

【小多機】

（介護）

地域密着条例第108条（第59条の13第4項準用）

（予防）

地域密着予防条例第65条（第28条第4項準用）

【看多機】

地域密着条例第202条（第59条の13第4項準用）

【予防支援】

予防支援条例第9条第4項

25

居宅サービス計画の作成について ・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、

生活全般の課題、提供されるサー

ビスの目標及びその達成時期、当

該サービスの種類、内容及び利用

料並びに当該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するこ

と。

・居宅サービス計画の作成後、必

要に応じて居宅サービス計画の変

更を行うこと。

【小多機】

【看多機】

【小多機】

（介護）

地域密着条例第93条第2項、居宅支援条例第20条第7・12号

【看多機】

地域密着条例第202条（第93条第2項準用）、居宅支援条例第20条第7・12号

26

運営推進会議について ・運営推進会議（定巡の場合は介

護・医療連携推進会議）をおおむ

ね6月（小多機と看多機は2月）

に1回以上開催すること。

・運営推進会議の記録を作成する

こと、記録を公表すること。

【定巡】

【認知デイ】

【小多機】

【看多機】

【定巡】

地域密着条例第39条第1・2項

【認知デイ】

（介護）

地域密着条例第80条（第59条の17第1・2項準用）

（予防）

地域密着予防条例第39条第1・2項

【小多機】

（介護）

地域密着条例第108条（第59条の17第1・2項準用）

（予防）

地域密着予防条例第65条（第39条第1・2項準用）

【看多機】

地域密着条例第202条（第59条の17第1・2項準用）

27

秘密保持について ・従業者であった者が、正当な理

由なく、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。

・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。

【定巡】

【夜間】

【認知デイ】

【小多機】

【看多機】

【予防支援】

【定巡】

地域密着条例第35条第2・3項

【夜間】

地域密着条例第59条（第35条第2・3項準用）

【認知デイ】

（介護）

地域密着条例第80条（第35条第2・3項準用）

（予防）

地域密着予防条例第33条第2・3項

【小多機】

（介護）

地域密着条例第108条（第35条第2・3項準用）

（予防）

地域密着予防条例第65条（第33条第2・3項準用）

【看多機】

地域密着条例第202条（第35条第2・3項準用）

【予防支援】

予防支援条例第27条第2・3項

略称 正式名称

指導事例ごとの根拠条項

厚生労働大臣が定める基準　（平成27年3月23日厚生労働省告示第95号）

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年3月31日老計発第0331005号・

老振発第0331005号・老老発第0331018号）

厚労告第128号

生活保護法施行規則(昭和25年5月20日厚生省令第21号)
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目次 区分 ページ数 指導テーマ 指導内容 対象種別 根拠条項

28

指定介護予防支援の具体的取扱方

針について

・サービス担当者会議の開催又は

照会等により、介護予防サービス

計画の原案の内容について、担当

者の専門的な見地からの意見を求

めること。

・介護予防サービス計画の実施状

況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、少なく

とも１月に１回、その結果を記録

すること。

【予防支援】 【予防支援】

予防支援条例第20条第9・16号

29

個別サービス計画の作成について ・利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、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（介護予防の

み）等を記載した個別サービス計

画を作成しなければならない。

・個別サービス計画は、既に居宅

サービス計画等が作成されている

場合は、当該居宅サービス計画等

の内容に沿って作成しなければな

らない。

・個別サービス計画の作成に当

たっては、当該計画の内容につい

て利用者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得て、交付

しなければならない。

【定巡】

【夜間】

【認知デイ】

【小多機】

【看多機】

【定巡】

地域密着条例第26条第1・2・6・7項

【夜間】

地域密着条例第52条第1・2・3・4項

【認知デイ】

（介護）

地域密着条例第71条第1・2・3・4項

（予防）

地域密着予防条例第42条第2・3・4・5号

【小多機】

（介護）

地域密着条例第96条第3・4・5項

（予防）

地域密着予防条例第67条第3・５・6号

【看多機】

地域密着条例第199条第4・5・6項

30

人員の適正な配置について ・サービス提供時間帯を通じて、

オペレーター（利用者からの通報

を受け付ける業務に当たる従業

者）を1以上配置すること。

・事業所ごとに置くべき生活相談

員の員数については、サービス提

供日ごとに、サービス提供時間帯

に生活相談員が勤務している時間

数の合計数をサービス提供時間帯

の時間数で除して得た数が１以上

確保されるために必要と認められ

る数とする。

（オペレーター）

【定巡】

【夜間】

（生活相談員）

【認知デイ】

【定巡】

地域密着条例第6条第1項第1号

【夜間】

地域密着条例第47条第1項第1号

【認知デイ】

（介護）

地域密着条例第61条第1項第1号

（予防）

地域密着予防条例第5条第1項第1号

31

加算の適正な算定について

ア　24時間通報対応加算

日中において、オペレーションセ

ンターサービスを行うために必要

な人員を確保すること。

【夜間】 【夜間】

厚労告第126号別表の2のイ・ロの注2、厚労告第95号第四十九号のイ

32

加算の適正な算定について

イ　個別機能訓練加算（Ⅰ）・

（Ⅱ）

・機能訓練指導員、看護職員、介

護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、利用者ごとにそ

の目標、実施方法等を内容とする

個別機能訓練計画を作成するこ

と。

・個別機能訓練計画に基づいて

行った個別機能訓練の効果、実施

方法等について評価等を行うこ

と。

【認知デイ】 【認知デイ】

（介護）

厚労告第126号別表の3のイ・ロの注8、地域密着留意事項第二の4の(7)の③

（予防）

厚労告第128号別表の1のイ・ロの注8、地域密着留意事項第二の4の(7)の③

2-4

口頭指導事

例

33

重要事項説明書（内容及び手続き

の説明及び同意）について

①提供するサービスの第三者評価

の実施状況

②事故発生時の対応

③苦情処理の体制・手順

・サービスの提供の開始に際し、

重要事項説明書を交付して説明を

行い、文書により同意を得るこ

と。

・重要事項説明書には、入所申込

者のサービスの選択に資すると認

められる事項（提供するサービス

の第三者評価の実施状況、事故発

生時の対応、苦情処理の体制・手

順）を記載すること。

【定巡】

【夜間】

【認知デイ】

【小多機】

【看多機】

【予防支援】

【定巡】

地域密着条例第9条、地域密着施行要領第三の一の4の（2）の①

【夜間】

地域密着条例第59条（第9条準用）、地域密着施行要領第三の二の4（8）（第三の一の4の（2）の①参照）

【認知デイ】

（介護）

地域密着条例第80条（第9条準用）、地域密着施行要領第三の三の3（4）（第三の一の4の（2）の①参照）

（予防）

地域密着予防条例第11条、地域密着施行要領第四の一（第三の一の4の（2）の①参照）

【小多機】

（介護）

地域密着条例第108条（第9条準用）、地域密着施行要領第三の四の4（19）（第三の一の4の（2）の①参照）

（予防）

地域密着予防条例第65条（第11条準用）、地域密着施行要領第四の一（第三の一の4の（2）の①参照）

【看多機】

地域密着条例第202条（第9条準用）、地域密着施行要領第三の八の4（6）（第三の一の4の（2）の①参照）

【予防支援】

予防支援条例第10条、予防支援施行要領第3の3の（4）
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35

「生活保護法指定（介）」の標示

（指定介護機関）

指定介護機関は、様式第三号（生

活保護法施行規則第13条）の標

示を、その業務を行う場所の見や

すい箇所に掲示しなければならな

い。この表示の規格は、縦125ミ

リ

メートル、横55ミリメートル程

度とする。

【定巡】

【夜間】

【認知デイ】

【小多機】

【看多機】

【予防支援】

【全サービス共通】

生活保護法施行規則第13条、生活保護法施行規則様式第三号(第13条関係)
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