
１　現在の省令　　　　

２　根拠法令　　　　　「介護保険法　第１１５条の１４」

総則 　　※表中「第○条」とあるのは，国の基準の該当条項です
項　　　目 基 準 の 内 容 類　　型

総則 趣旨 第１条 ー
定義 第２条 ー
指定地域密着型介護予防サービスの事
業の一般原則

第３条 参酌

介護予防認知症対応型通所介護
項　　　目 基 準 の 内 容 類　　型

基本方針等 基本方針 第４条 参酌
人員に関する基準 従業者の員数 第５条 従う
（単独型・併設型） 管理者 第６条 従う

設備及び備品等 第７条 参酌
（共用型） 従業者の員数 第８条 従う

従う（第１項）
参酌（第２項）

管理者 第１０条 従う
運営に関する基準 従う（第１項）

参酌（第２項から
第６項）

提供拒否の禁止 第１２条 従う
サービス提供困難時の対応 第１３条 参酌
受給資格等の確認 第１４条 参酌
要支援認定の申請に係る援助 第１５条 参酌
心身の状況等の把握 第１６条 参酌
介護予防介護支援事業者等との連携 第１７条 参酌
地域密着介護予防サービス費の支給を
受けるための援助

第１８条 参酌

介護予防サービス計画に沿ったサービス
の提供

第１９条 参酌

介護予防サービス計画等の変更の援助 第２０条 参酌
サービスの提供の記録 第２１条 参酌
利用料等の受領 第２２条 参酌
保険給付の請求のための証明書の交付 第２３条 参酌
利用者に関する市町村への通知 第２４条 参酌
緊急時の対応 第２５条 参酌
管理者等の責務 第２６条 参酌
運営規程 第２７条 参酌
勤務体制の確保等 第２８条 参酌
定員の遵守 第２９条 参酌
非常災害対策 第３０条 参酌
衛生管理等 第３１条 参酌
掲示 第３２条 参酌
秘密保持等 第３３条 従う
広告 第３４条 参酌
介護予防支援事業者に対する利益供与
等の禁止

第３５条 参酌

苦情処理 第３６条 参酌
事故発生時の対応 第３７条 従う
会計の区分 第３８条 参酌
地域との連携等 第３９条 参酌

記録の整備 第４０条 参酌

指定介護予防認知症対応型通所介護の
基本取扱方針

第４１条 参酌

指定介護予防認知症対応型通所介護の
具体的取扱方針

第４２条 参酌

「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
支援の方法に関する基準」

介護予防のため
の効果的な支援
の方法に関する
基準

第９条

（仮称）指宿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に関する条
例について

内容及び手続の説明及び同意 第１１条

利用定員等



介護予防小規模多機能型居宅介護
項　　　目 基 準 の 内 容 類　　型

基本方針等 基本方針 第４３条 参酌
人員に関する基準 従業者の員数等 第４４条 従う

管理者 第４５条 従う
指定介護予防小規模多機能型居宅介護
事業者の代表者

第４６条 従う

設備に関する基準 登録定員及び利用定員 第４７条 従う

従う（第１項（宿泊
室に係る部分に
限る），第２項第
号ロ（宿泊室の床
面積））

参酌（第１項から
第５項（宿泊室及
び宿泊室の床面
積に係る部分を
除く））

運営に関する基準 心身の状況等の把握 第４９条 参酌
指定居宅介護支援事業者等との連携 第５０条 参酌
身分を証する書類の携行 第５１条 参酌
利用料等の受領 第５２条 参酌
身体的拘束等の禁止 第５３条 従う
法定代理受領サービスに係る報告 第５４条 参酌
利用者に対する指定介護予防サービス等
の利用に係る計画等の書類の交付

第５５条 参酌

緊急時等の対応 第５６条 参酌
運営規程 第５７条 参酌
定員の遵守 第５８条 参酌
非常災害対策 第５８条の 参酌
協力医療機関 第５９条 参酌
調査への協力等 第６０条 参酌
地域との連携等 第６１条 参酌
居住機能を担う併設施設等への入居 第６２条 参酌

記録の整備 第６３条 参酌

準用 第６４条 従う
指定介護予防小規模多機能型居宅介護
の基本取扱方針

第６５条 参酌

指定介護予防小規模多機能型居宅介護
の具体的取扱方針

第６６条 参酌

従う（第２項）
参酌（第１項，第
３項）

社会生活上の便宜の提供等 第６８条 参酌

介護予防のため
の効果的な支援
の方法に関する
基準

第４８条

介護等 第６７条

設備及び備品等



介護予防認知症対応型共同生活介護
項　　　目 基 準 の 内 容 類　　型

基本方針等 基本方針 第６９条 参酌
人員に関する基準 従業者の員数等 第７０条 従う

管理者 第７１条 従う
指定介護予防認知症対応型共同生活介
護事業者の代表者

第７２条 従う

設備に関する基準
従う（第２項（居室
に係る部分に限
る），第４項）
標準（第１項，第
２項（入居定員に
係る部分））
参酌（第２項（居
室及び入居定員
に係る部分を除
く），第３項，第５
項から第７項）

運営に関する基準 入退居 第７４条 参酌
サービス提供の記録 第７５条 参酌
利用料等の受領 第７６条 参酌
身体的拘束等の禁止 第７７条 従う
管理者による管理 第７８条 参酌
運営規程 第７９条 参酌
勤務体制の確保等 第８０条 参酌
定員の遵守 第８１条 参酌
協力医療機関 第８２条 参酌
介護予防支援事業者に対する利益供与
等の禁止

第８３条 参酌

記録の整備 第８４条 参酌

準用 第８５条 従う
指定介護予防認知症対応型共同生活介
護の基本取扱方針

第８６条 参酌

指定介護予防認知症対応型共同生活介
護の具体的取扱方針

第８７条 参酌

従う（第２項）
参酌（第１項，第
３項）

社会生活上の便宜の提供等 第８９条 参酌

設備及び備品等 第７３条

介護予防のため
の効果的な支援
の方法に関する
基準

介護等 第８８条


