寒河江市指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を
定める要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第
１１５条の４５の３第２項及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。
以下「法施行規則」という。
）第１４０条の６３の２第１項第２号イの規定に基づき、
訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
⑴

訪問型サービス

法１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業

のうち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）第５条による改正前の介護保険法第
８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定
められるサービスをいう。
⑵

事業対象者

施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働省

が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）に掲げる様式１（基本チェ
ックリスト）の記入内容が様式第２に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。
（費用の算定）
第３条 訪問型サービスに要する費用の額は、別表「指定訪問型サービス第１号事業支
給費単位数表」により算定するものとする。
２ 指定訪問型サービスに要する費用の額は、別に市長が定める１単位の単価に別表に
定める単位数を乗じて算定するものとする。
（単位数の端数の取扱い）
第４条

前条の規定により指定訪問型サービスに要する費用の額を算定した場合にお

いて、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するも
のとする。
（算定額）
第５条 指定訪問型サービス費の額は、法第５３条第２項の規定に準じ、指定訪問型サ
ービスに要した費用の額（その額が当該指定訪問型サービスに要した費用の額を超え
るときは、当該指定訪問型サービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に
該当する額とする。
２ 第１号被保険者であって次に定めるところにより算定した所得の額（訪問型サービ

スのあった日の属する年の前年（当該訪問型サービスのあった日の属する月が１月か
ら７月までの場合にあっては、前々年。次項第１号において同じ。）の合計所得金額
とする。）が１６０万円以上である居宅要支援被保険者が受ける訪問型サービス費の
額は、前項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。
３ 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
⑴

訪問型サービスを受けた第１号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員であ

る全ての第１号被保険者について、当該訪問型サービスのあった日の属する年の前
年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法（昭和４０年法律
第３３号）第３５条第２項第１号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が３４６
万円（当該世帯に他の世帯員である第１号被保険者がいない場合にあっては、２８
０万円）に満たない場合
⑵

訪問型サービスを受けた第１号被保険者が当該訪問型サービスのあった日の属

する年度（当該訪問型サービスのあった日の属する月が４月から７月までの場合に
あっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市民
税を課されていない者又は寒河江市市税条例（昭和４０年市条例第４０号）で定め
るところにより当該市民税を免除された者である場合
⑶

訪問型サービスを受けた第１号被保険者が当該訪問型サービスのあった日にお

いて被保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条に定める被保護者
をいう。
）である場合
附

則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
附

則

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
２

別表に定める指定訪問型サービス第１号事業支給費単位数表のうち１の⑺につい
ては、平成２８年３月３１日までに行ったサービス費算定は従前のとおりとする。

別表
指定訪問型サービス第１号事業支給費単位数表
１ 訪問型サービス費
⑴ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅰ）

１，１６８単位

⑵ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅰ日割）

３８単位

⑶ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅱ）

２，３３５単位

⑷ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅱ日割）

７７単位

⑸ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅲ）

３，７０４単位

⑹ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅲ日割）

１２２単位

⑺ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅳ）

２６６単位

⑻ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅴ）

２７０単位

⑼ 訪問型サービス費（みなし）
（Ⅵ）

２８５単位

⑽ 訪問型サービス費（みなし）
（短時間サービス）

１６５単位

注１ 利用者に対して、指定訪問型サービス事業所（寒河江市訪問型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（平成２７年４月１日制定。以
下「市指定訪問型サービス基準」という。）第４条第１項に規定する指定訪問型
サービス事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等（同項に規定する訪問介護
員等をいう。以下同じ。
）が、指定訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる
区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
ア

訪問型サービス費（みなし）
（Ⅰ）

介護予防サービス・支援計画（法施行規

則第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）において１
週に１回程度の指定訪問型サービスが必要とし、１月に４回を超えた者
イ

訪問型サービス費（みなし）
（Ⅱ）

介護予防サービス・支援計画において１

週に２回程度の指定訪問型サービスが必要し、１月に８回を超えた者
ウ

訪問型サービス費（みなし）
（Ⅲ） 介護予防サービス・支援計画において１週
に２回程度を超える指定訪問型サービスが必要し、１月に１２回を超えた者

エ

訪問型サービス費（みなし）
（Ⅳ）

介護予防サービス・支援計画において１

週に１回程度の指定訪問型サービスが必要とされた者
オ

訪問型サービス費（みなし）
（Ⅴ）

介護予防サービス・支援計画において１

週に２回程度の指定訪問型サービスが必要とされた者
カ

訪問型サービス費（みなし）
（Ⅵ） 介護予防サービス・支援計画においてオに
掲げる回数の程度を超える指定訪問型サービスが必要とされた者

キ

訪問型サービス費（みなし）
（短時間サービス）

介護予防サービス・支援計

画において頻回に２０分未満の訪問型サービスが頻回に指定訪問型サービスが

必要とされた者
注２ 別に市長が定めるサービス提供責任者（市指定訪問型サービス基準第４条第２
項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。）を配置している指定訪問
型サービス事業所において、指定訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の
１００分の７０に相当する単位数を算定する。
注３

指定訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する

敷地内の建物（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定す
る養護老人ホーム、同法第２０条の６に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第
２９条第１項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する
法律（平成１３年法律第２６号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向
け住宅であって同項に規定する都道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６
７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法
第２５２条の２２第１項の中核市（以下「中核市」という。）にあっては、指定都
市又は中核市の市長。以下同じ。
）の登録を受けたものに限る。
）若しくは指定訪
問型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問型サービス事業
所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物の利用
者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の１００分の９０に
相当する単位数を算定する。
注４ 別に市長が定める地域に所在する指定訪問型サービス事業所（その一部として
使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はそ
の一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った
場合は、特別地域加算として、１月につき所定単位数の１００分の１５に相当す
る単位数を所定単位数に加算する。
注５ 別に市長が定める地域に所在し、かつ、別に市長が定める施設基準に適合する
指定訪問型サービス事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在
しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪
問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、１月につき所定単位数の１０
０分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注６ 指定訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に市長が定める地域に居住し
ている利用者に対して、通常の事業の実施地域（市指定訪問型サービス基準第２５
条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定訪問型サービ
スを行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定
単位数に加算する。
注７

利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅

介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サー
ビス費は算定しない。
注８

利用者が１の指定訪問型サービス事業所において指定訪問型サービスを受け

ている間は、当該指定訪問型サービス事業所以外の指定訪問型サービス事業所が
指定訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。
注９ ⑺、⑻、⑼及び⑽の１月の利用回数は、それぞれ４回、８回、１２回及び２２
回を限度とする。ただし、⑺、⑻及び⑼の１月の利用回数について、回数を超え
る月は、それぞれ⑴、⑶及び⑸を、日割りについては、⑵、⑷及び⑹を選択する。
２ 初回加算

２００単位

指定訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画（寒河江市訪問型
サービス基準第３８条第２号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。）を
作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問型サー
ビスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った場合又は当該指定訪問介
護相当サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護
相当サービス介護を行った日の属する月に指定訪問介護相当サービスを行った際に
サービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。
３ 生活機能向上連携加算

１００単位

利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所（指定介護予防サー
ビス等の事業の人員、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（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指
定介護予防サービス基準」という。）第７９条第１項に規定する指定介護予防訪問リ
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第７８条
に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。）を行った際にサービス提
供責任者が同行し、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状
況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護相当サービ
ス計画を作成した場合であって、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携
し、当該訪問介護相当サービス計画に基づく指定訪問介護相当サービスを行ったとき
は、初回の当該指定訪問介護相当サービスが行われた日の属する月以降３月の間、１
月につき所定単位数を加算する。
４ 介護職員処遇改善加算
市長が別に定める訪問型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準に定め
る基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし市長に届け
出た指定訪問介護相当サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問介護相当サービス

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成３０年３月３１日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

１から３までにより算定した単位数の

１０００分の１３７に相当する単位数
⑵

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

１から３までにより算定した単位数の

１０００分の１００に相当する単位数
⑶

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

１から３までにより算定した単位数の

１０００分の５５に相当する単位数
⑷

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

⑶により算定した単位数の１００分の

９０に相当する単位数
⑸

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

⑶により算定した単位数の１００分の

８０に相当する単位数
注 訪問型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(ア)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に
要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善
に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(イ) 指定訪問型サービス事業所において、(ア)の賃金改善に関する計画、当該計画
に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した
介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市長に届け出てい
ること。
(ウ) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(エ)

当該指定訪問型サービス事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改
善に関する実績を市長に報告すること。

(オ)

算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法（昭和２２年法律第４
９号）
、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）
、最低賃金法（昭和
３４年法律第１３７号）
、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、雇用保
険法（昭和４９年法律第１１６号）その他の労働に関する法令に違反し、罰金
以上の刑に処せられていないこと。

(カ)

当該指定訪問型サービス事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の
徴収等に関する法律（昭和４４年法律第８４）第１０条第２項に規定する労働
保険料をいう。以下同じ。
）の納付が適正に行われていること。

(キ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ａ

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に

関するものを含む。
）を定めていること。
ｂ

ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

ｃ

介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。
(ⅲ)について、全ての介護職員に周知していること。

ｄ
(ク)

平成２７年４月から(イ)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職
員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処
遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

イ

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

１⑴から(カ)まで、(キ)ａからⅾまで及び(ク)に掲

げる基準のいずれかにも適合すること。
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準に適合すること。
(イ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ａ

次に掲げる要件の全てに適合すること。

(ａ)

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃
金に関するものを含む。
）を定めていること。

(ｂ)

(ａ)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知してい
ること。

ｂ

次に掲げる要件の全てに適合すること。

(ａ)

介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画

に係る

研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(ｂ) (ａ)について、全ての介護職員に周知していること。
(ウ)

平成２０年１０月からア(イ)の届出の日の属する月の前月までに実施した介
護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員
の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

エ

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合

し、かつウ(イ)又は(ウ)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
オ

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

すること。

ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合

