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介護サービス事業に係る基準条例の改正について 

１ 報告趣旨 

介護サービス事業に係る人員、設備、運営等の基準は、厚生労働省の基準省令を基としてそれぞれの

自治体が条例で定めていることとなっている。 

今回の制度改正に伴い、令和３年４月に向けてこれらの基準条例の改正が必要となる。 

条例改正については、厚生労働省令が反映されたものであるが、概要を報告する。 

 なお、「9 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し」については、資料 9-2 で報告をする。 

 
２ 報告内容 

制度改正に伴う条例改正の主な内容（厚生労働省令を反映） 

資料９ 

令和 3 年 1 月 29 日 

八王子市社会福祉審議会 

高 齢 者 福 祉 専 門 分 科 会 

高 齢 者 い き い き 課 

 改正内容 該当サービス 

１ オペレーターの配置基準等の

緩和 

地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人

材を活用しながら サービスの実施を可能とする

観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と

同様に、以下について可能とする。 

ア オペレーターについて、 

ⅰ 併設施設等（短期入所生活介護事業所 、短

期入所療養介護事業所、特定施設 、小規模多機

能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介

護事業所 、地域密着型特定施設、地域密着型介

護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護

事業所 、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、介護療養型医療施設、介護医療院 ）の職員

と兼務すること。 

ⅱ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務

すること。 

イ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所に、事業を一部委託するこ

と。 

ウ 複数の事業所間で、随時対応サービス（通報

の受付）を「集約化」すること。 

夜間対応型訪問介護 
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２ 認知症介護基礎研修の受講

の義務付け 

認知症についての理解の下、本人主体の介護を

行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観

点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を

向上させていくため、介護サービス事業者に、介

護に直接 携わる職員のうち、医療・福祉関係の資

格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎

研修を 受講させるために必要な措置を義務付け

る。その際、３年の経過措置期間を設けることとす

る。 

（介護予防）訪問入浴介

護、通所系サービス共通

（通所介護、（介護予防）通

所リハビリテーション、地域

密着型通所介護、（介護予

防）認知症対応型通所介

護）、短期入所系サービス

共通（（介護予防）短期入

所生活介護、（介護予防）

短期入所療養介護）、多機

能系サービス共通（（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）、居住系サ

ービス共通（（介護予防）特

定施設入居者生活介護、

地域密着型特定施設入居

者生活介護、（介護予防）

認知症対応型共同生活介

護）、施設系サービス共通

（地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護、

養護老人ホーム、介護老

人福祉施設、介護老人保

健施設、介護療養型医療

施設、特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホーム、介護

医療院） 

３ 基本方針を踏まえた居宅療養

管理指導の実施と多職種連携

の推進 

 

多職種間での情報共有促進の観点から、薬剤師

の居宅療養管理指導の算定要件とされている介

護支援事業者等への情報提供の方法、内容等に

ついて、明確化する。 

（介護予防）居宅療養管理

指導 

４ サービス付き高齢者向け住宅

等における適正なサービス提

供の確保 

事業所と同一の建物に居住する利用者に対して

サービス提供を行う場合には、当該建物に居住す

る利用者以外に対してもサービス提供を行うよう

努めることとする。 

訪問系サービス共通（訪問

介護、（介護予防）訪問入

浴介護、（介護予防）訪問

看護、（介護予防）訪問リハ

ビリテーション、（介護予

防）居宅療養管理指導、夜
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間対応型訪問介護） 

通所介護、（介護予防）通

所リハビリテーション、（介

護予防）福祉用具貸与（販

売） 

５ 通所介護における地域等との

連携の強化 

通所介護について、利用者の地域における社会参

加活動や地域住民との交流を促進する観点から、

地域密着型通所介護等と同様に、その事業の実

施に当たって、地域住民やボランティア団体等と

の連携及び協力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する。 

通所介護 

６ 管理者の配置基準の緩和 共用型認知症対応型通所介護における管理者の

配置基準について、人材の有効活用を図る観点

から、事業所の管理上支障がない場合は、本体施

設・事業所の職務と併せて、共用型認知症対応型

通所介護事業所の他の職務に従事することを可

能とする。 

（介護予防）認知症対応型

通所介護 

７ 地域と連携した災害への対応

の強化 

災害への対応においては、地域との連携が不可欠

であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関

係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施

等）が義務付けられている介護サービス事業者を

対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考

に、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければならないこ

ととする。 

通所系サービス共通、短期

入所系サービス共通、（介

護予防）特定施設入居者

生活介護・地域密着型特

定施設入居者生活介護 

８ 看護職員の配置基準の見直し 短期入所生活介護における看護職員の配置基準

について、看護職員を配置しなかった場合であっ

ても、利用者の状態像に応じて必要がある場合に

は、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステー

ション等との密接かつ適切な連携により確保する

ことを求めることとする。 

（介護予防）短期入所生活

介護 

９ 個室ユニット型施設の設備・勤

務体制の見直し 

個室ユニット型施設について、ケアの質を維持し

つつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケ

アを推進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア １ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介

護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配

置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむ

ね 10 人以下」から「原則としておおむね 10 人以

短期入所系サービス共通、

施設系サービス共通 
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下とし、15 人を超えないもの」とする。 

イ ユニット型個室的多床室について、感染症や

プライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、

新たに設置することを禁止する。 

１０ 小規模多機能型居宅介護の

人員配置基準の見直し 

介護老人福祉施設又は介護老人保健施設と小規

模多機能型居宅介護事業所を併設する場合にお

いて、入所者の処遇や事業所の管理上支障がな

い場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。 

（介護予防）小規模多機能

型居宅介護 

１１ 過疎地域等におけるサービス

提供の確保 

過疎地域等において、地域の実情により事業所の

効率的運営に必要であると市町村が認めた場合

に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登

録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間

（※）に限り行わないこととすることを踏まえ、この

場合には、登録定員及び利用定員を超えることを

可能とする。 

（※）市町村が登録定員の超過を認めた時から当

該介護保険事業計画期間終了までの最大３年間

を基本とする。また、介護保険事業計画の見直し

ごとに、市町村が将来のサービスの需要の見込み

を踏まえ、代替サービスを新規整備するよりも既

存の事業所を活用した方が効率的であると認め

た場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終

期まで延長が可能。 

多機能系サービス共通 

１２ 質の高いケアマネジメントの推

進 

ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点

から、事業者に、以下について利用者に説明を行

うことを新たに求める。 

・作成したケアプランにおける訪問介護、通所介

護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サ

ービスの割合 

・作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所

介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスごとの提供回数のうち、同一事業者によ

って提供されたものの割合 

居宅介護支援 

１３ 生活援助の訪問回数の多い

利用者等への対応 

区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪

問介護が利用サービスの大部分を占める等のケ

アプランを作成する居宅介護支援事業者を事業

所単位で抽出するといった点検・検証の仕組みを

導入する。 

居宅介護支援 
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１４ 地域の特性に応じた認知症グ

ループホームの確保 

認知症グループホームについて、地域の特性に応

じたサービスの整備・提供を促進する観点から、

ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事

業所の基準を創設する。 

ア 経営の安定性の観点から、ユニット数につい

て、「原則１又は２、地域の実情により事業所の効

率的運営に必要と認められる場合は３」とされて

いるところ、これを「１以上３以下」とする。 

イ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より

利用者に身近な地域でのサービス提供が可能と

なるようにする観点から、サテライト型事業所の基

準を創設する。同基準は、本体事業所との兼務等

により、代表者、管理者を配置しないことや、介護

支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修

了した者を計画作成担当者として配置することが

できるようにするなど、サテライト型小規模多機能

型居宅介護の基準を参考に定める。 

（介護予防）認知症対応型

共同生活介護 

１５ 認知症グループホームの夜勤

職員体制の見直し 

１ユニットごとに夜勤１人以上の配置とされている

認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職

員体制について、安全確保や職員の負担にも留

意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、３ユ

ニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接

しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行

い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策（マ

ニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを

要件に、例外的に夜勤２人以上の配置に緩和でき

ることとし、事業所が夜勤職員体制を選択するこ

とを可能とする。 

（介護予防）認知症対応型

共同生活介護 

１６ 外部評価に係る運営推進会議

の活用 

認知症グループホームでは、外部評価と運営推進

会議の双方で「第三者による評価」が行われてい

るが、業務効率化の観点から、既存の外部評価

（都道府県が指定する外部評価機関によるサービ

スの評価）は維持した上で、小規模多機能型居宅

介護等と同様に、自らその提供するサービスの質

の評価（自己評価）を行い、これを市町村や地域

包括支援センター等の公正・中立な立場にある第

三者が出席する運営推進会議に報告し、その評

価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置

（介護予防）認知症対応型

共同生活介護 
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付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による

評価のいずれかから「第三者による外部評価」を

受けることとする。 

１７ 計画作成担当者の配置基準

の緩和 

認知症グループホームにおいて、人材の有効活用

を図る観点から、介護支援専門員である計画作

成担当者の配置について、ユニットごとに１名以上

の配置から、事業所ごとに１名以上の配置に緩和

する。 

（介護予防）認知症対応型

共同生活介護 

１８ 地域密着型介護老人福祉施

設の人員配置基準の見直し 

地域密着型特別養護老人ホームの人員配置基準

について、人材確保や職員定着の観点から、職員

の勤務シフトを組みやすくするなどの取組を推進

するとともに、入所者の処遇や職員の負担に十分

留意しつつ、以下の見直しを行う。 

ア 地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト

型を除く。）において、他の社会福祉施設等との連

携を図ることにより当該地域密着型特別養護老

人ホームの効果的な運営を期待することができる

場合であって、入所者の処遇に支障がないとき

は、栄養士を置かないことを可能とする。 

イ サテライト型居住施設において、本体施設が特

別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホ

ームである場合に、本体施設の生活相談員により

当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、生活相談員を

置かないことを可能とする。 

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

１９ 有床診療所から介護医療院へ

の移行促進 

一般浴槽及び特別浴槽の設置を求める介護医療

院の浴室の施設基準について、入所者への適切

なサービス提供の確保に留意しつつ、介護療養病

床を有する診療所から介護医療院への移行を一

層促進する観点から、令和６年３月 31 日までの間

に有床診療所から移行して介護医療院を開設す

る場合は、一般浴槽以外の浴槽の設置は求めな

いこととする。この取扱いは、当該事業者が施設

の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまで

の間の経過措置とする。 

介護医療院 

２０ 介護保険施設の人員配置基

準の見直し 

 

従来型とユニット型を併設する場合において、入

所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の

兼務を可能とする。 

施設系サービス共通 
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２１ 口腔衛生管理の強化 口腔衛生管理体制を整備し、各入所者の状態に

応じた口腔衛生の管理を行うことを求める。その

際、３年の経過措置期間を設けることとする。 

施設系サービス共通（養護

老人ホーム、特別養護老

人ホーム、軽費老人ホーム

は除く。） 

２２ 栄養ケア・マネジメントの充実 栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行う

観点から、以下の見直しを行う。 

ア 現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を

位置付ける（栄養士又は管理栄養士の配置を求

める） 

イ 各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に

行うことを求める。その際、３年の経過措置期間を

設けることとする。 

施設系サービス共通（養護

老人ホーム、特別養護老

人ホーム、軽費老人ホーム

は除く。） 

２４ 介護保険施設におけるリスク

マネジメントの強化 

介護保険施設における施設系サービスの事業者

を対象に、事故発生の防止のための安全対策の

担当者を定めることを義務付ける。その際、６月の

経過措置期間を設けることとする。 

施設系サービス共通 

２５ 感染症対策の強化 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん

延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下

の取組を義務付ける。その際、３年の経過措置期

間を設けることとする。 

ア 施設系サービスについて、現行の委員会の開

催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミ

ュレーション）の実施 

イ 訪問系サービス、通所系サービス、短期入所

系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、

居宅介護支援、居住系サービスについて、委員会

の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレ

ーション）等の実施 

全サービス共通（訪問介

護、（介護予防）訪問入浴

介護、（介護予防）訪問看

護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）

居宅療養管理指導、通所

介護、（介護予防）通所リハ

ビリテーション、（介護予

防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養

介護、（介護予防）特定施

設入居者生活介護、（介護

予防）福祉用具貸与、福祉

用具販売、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、夜

間対応型訪問介護、地域

密着型通所介護、（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、（介護予

防）認知症対応型共同生

活介護、地域密着型特定
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施設入居者生活介護、地

域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護、看護

小規模多機能型居宅介

護、居宅介護支援、介護予

防支援、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護

医療院、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽

費老人ホーム） 

２６ 業務継続に向けた取組の強化 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な

介護サービスが継続的に提供できる体制を構築

する観点から、全ての介護サービス事業者を対象

に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実

施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務付け

る。その際、３年の経過措置期間を設けることとす

る。 

全サービス共通 

２７ ハラスメント対策の強化 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を

強化する観点から、全ての介護サービス事業者

に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113

号）等におけるハラスメント対策に関する事業者の

責務を踏まえた適切なハラスメント対策を求める

こととする。 

全サービス共通 

２８ 会議や多職種連携における

ICT の活用 

運営基準において実施が求められる各種会議等

（利用者の居宅を訪問しての実施が求められるも

のを除く。）について、感染防止や多職種連携の

促進の観点から、以下の見直しを行う。 

ア 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者の

みで実施するものについて、「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱のためのガ

イダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を

活用しての実施を認める。 

イ 利用者等が参加して実施するものについて、

上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレ

ビ電話等を活用しての実施を認める。 

全サービス共通 



9 
 

 

 

２９ 利用者への説明・同意等に係

る見直し 

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業

務負担軽減の観点から、ケアプランや重要事項説

明書等に係る利用者等への説明・同意等のうち、

書面で行うものについて、電磁的記録による対応

を原則認めることとする。 

全サービス共通 

３０ 記録の保存等に係る見直し 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆる

ローカルルールの解消を図る観点から、介護サー

ビス事業者における諸記録の保存・交付等につい

て、原則として電磁的な対応を認めることとし、そ

の範囲を明確化する。 

全サービス共通 

３１ 運営規程等の掲示に係る見直

し 

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業

務負担軽減の観点から、運営規程等の重要事項

について、事業所での掲示だけでなく、事業所に

閲覧可能な形（ファイル等）で備え置くこと等を可

能とする。 

全サービス共通 

３２ 高齢者虐待防止の推進 障害福祉サービスにおける対応を踏まえ、介護サ

ービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐

待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再

発を防止するための委員会の開催、指針の整備、

研修を実施するとともに、これらの措置を適切に

実施するための担当者を定めること等を義務付け

る。その際、３年の経過措置期間を設けることとす

る。 

全サービス共通 

３３ CHASE・VISIT情報の収集・

活用と PDCA サイクルの推進 

全てのサービスについて、CHASE・VISIT を活

用した計画の作成や事業所単位での PDCA サイ

クルの推進、ケアの質の向上を推奨する。 

全サービス共通（養護老人

ホーム、特別養護老人ホー

ム、軽費老人ホームは除

く。） 


