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２ 議題 

 (1) 地域密着型サービスについて 

   ① 地域密着型サービス事業所の新規指定について（協議） 

指 定 申 請 の 内 容  

項目 指定申請事業所情報 

指定を受けるサービス種類 
（共用型）認知症対応型通所介護 

（共用型）介護予防認知症対応型通所介護 

法人（申請者）名 社会福祉法人 美竹会 

代表者名 理事長 竹生 吉信 

事業所名 グループホームみそのデイサービス 

事業所所在地 豊川市金沢町弁天下４０－２ 

事業所管理者 牧野 扶美子 

新規指定日（予定） 平成２９年１月１日 

現に指定を受けているサービス種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

（グループホームみその） 

利用定員 

 １ユニットにつき、同一時間帯利用３人以下 

利用定員 

 ２ユニットあるところ、１つのユニットのみ

の利用予定とし、同一時間帯利用３人以下 

設備基準等 

①認知症対応型共同生活介護の居間もしくは食堂

を利用。ただし、認知症対応型共同生活介護事

業所の利用者の支障のない範囲。 

 

 

設備面積等 

①認知症対応型共同生活介護の居間もしくは 

食堂を利用（面積 51.244 ㎡） 

※支障のない範囲…概ね１人当たり３㎡。グループホーム

１ユニット定員９名＋３名＝１２名。１２名×３㎡＝３６

㎡。 

届出加算項目 

①入浴介助加算 

②個別機能訓練加算 

③若年性認知症利用者受入加算 

④栄養改善加算 

⑤口腔機能向上加算 

⑥サービス提供体制強化加算（Ⅰｲ･Ⅰﾛ･Ⅱ） 

⑦介護職員処遇改善加算(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ) 

届出加算項目 

①入浴介助加算 

 

 

 

 

⑥サービス提供体制強化加算Ⅱ 

⑦介護職員処遇改善加算Ⅰ 

※ ユニット・・・１ユニットごとに食堂・居間・キッチン等が独立して設置され、介

護職員も基本的に固定される、一つの共同生活単位をいう。認知症対応型共同生活介
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護（以下「グループホーム」という。）においては、１ユニット定員９名であり、豊

川市においては、１ユニットから３ユニットのグループホーム（全１２事業所）があ

る。 

※ 現在、全１２事業所のグループホームのうち６事業所が、（共用型）認知症対応型

通所介護（共用認知デイ）を行っている。 

 

 

（参考）（共用型）認知症対応型通所介護 人員基準 

 

項目 基準 指定申請事業所情報 

管理者 ○原則として常勤専従者。ただし、管理業務に

支障がないときは、隣接敷地等の他事業所の

従業者又は当該事業所の他の職務を兼ねるこ

とができる。 

○指定研修を修了している者 

○常勤、認知症対応型共同生活介護

管理者兼務 

 

 

○指定研修修了者 

介護従業者 （グループホームの基準に準じ、グループホー

ム利用者に（共用型）認知症対応型通所介護利

用者を合算し、従業者数を算出する） 

○１名以上は常勤者 

○利用者３名に対し１名（８時間）の勤務時間

を確保及び時間中常に１名以上確保 

【例】グループホーム利用者９名と（共用型）

認知症対応型通所介護の利用者３名の場合、利

用者合計１２名に対し、４名分の勤務時間（３

２時間）を配置しなければならない。 

 

 

 

○常勤者８名 

○基準以上の配置 
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（参考）パンフレット等 
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（参考）事業所周辺地図 
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（参考）事業所平面図 
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指 定 申 請 の 内 容 ② 

項目 指定申請事業所情報 

指定を受けるサービス種類 地域密着型通所介護 

法人（申請者）名 株式会社甲樹 

代表者名 代表取締役 山門 樹矢 

事業所名 デイサービス ふくれみの樹 

事業所所在地 豊川市篠田町中庄名５３番地６ 

事業所管理者 山門 由美江 

新規指定日（予定） 平成２９年２月１日 

定員等 １８名 

設備基準等 

①食堂及び機能訓練室 

 ３㎡に利用定員を乗じて得た面積 

②静養室 

③相談室 

  遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩し

ないよう配慮されていること 

④事務室 

設備面積等 

①６１．４４㎡確保 

 （３㎡×１８人＝５４㎡以上必要） 

②整備 

③整備 

 

 

④整備 

届出加算項目 

①入浴介助加算 

②中重度者ケア体制加算 

③個別機能訓練加算（Ⅰ・Ⅱ） 

④認知症加算 

⑤若年性認知症利用者受入加算 

⑥栄養改善加算 

⑥口腔機能向上加算 

⑦サービス提供体制強化加算（Ⅰｲ･Ⅰﾛ･Ⅱ･Ⅲ） 

⑧介護職員処遇改善加算(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ) 

届出加算項目 

①入浴介助加算 

 

 

 

 

 

 

 

⑧介護職員処遇改善加算Ⅰ 

備考 
 平成２８年１２月１２日に当該事業所を訪

問し、設備基準を確認済 
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（参考）地域密着型通所介護 人員基準 

 

項目 基準 指定申請事業所情報 

管理者 ○原則として常勤専従者。ただし、管理業務に

支障がないときは、隣接敷地等の他事業所の

従業者又は当該指定地域密着型通所介護事業

所の他の職務を兼ねることができる。 

○常勤、当該事業所の介護従業者兼

務 

 

 

生活相談員 ○社会福祉主事、社会福祉士又は精神保健福祉

士やこれと同等以上の能力を有する者 

○サービス提供の単位ごとに、（生活相談員のサ

ービス提供時間内の勤務時間数の合計）÷（サ

ービスを提供している時間帯の時間数）が１

以上となるための必要数 

○介護福祉士を配置 

 

○基準どおりの配置 

看護職員 ○看護師又は准看護師 

○サービス提供の単位ごとに１以上確保される

ための必要数 

（利用定員１０名以下の場合は、看護職員の

配置は任意） 

○非常勤兼務２名 

（２名共に機能訓練指導員兼務） 

機能訓練 

指導員 

○理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

師、准看護師、柔道整復師、あんまマッサー

ジ指圧師 

○１名以上 

○非常勤兼務２名 

（２名共に看護職員兼務） 

介護職員 ○サービス提供の単位ごとに常時１名以上配置 

○利用者１５名以下 

  単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均

提供時間数 

○利用者１６名以上 

  単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利

用者数－１５）÷５＋１）×平均提供時間数 

○生活相談員又は介護職員のうち１名以上は、

常勤者 

○基準どおりの配置 

 

 

 

○基準以上の配置 

 

 

○常勤者４名 
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（参考）パンフレット等 
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（参考）事業所周辺地図 
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（参考）事業所平面図 
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指 定 申 請 の 内 容 ③ 

項目 指定申請事業所情報 

指定を受けるサービス種類 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

法人（申請者）名 社会福祉法人 菜花会 

代表者名 理事長 鈴木 佳彦 

事業所名 特別養護老人ホームれんげそう 

事業所所在地 豊川市平井町神明１３番１他 

事業所管理者 鈴木 佳彦 

新規指定日（予定） 平成２９年３月１日 

利用定員 

 定員２９名以下 

 ユニット型である場合は、１のユニットの入居

定員は１０名以下 

利用定員 

 定員２９名 

 ３ユニット（１ユニットは入居定員９名、そ

の他２ユニットは入居定員１０名） 

設備基準等 

①居室 １人当たりの床面積は 10.65 ㎡以上 

②共同生活室 

  いずれかのユニットに属するものとし、当該

ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を

営むための場所としてふさわしい形状を有する

こと 

  2 ㎡×ユニットの定員以上 

③洗面設備及び便所 

  居室ごとに設ける又は共同生活室ごとに適当

数設けること 

便所にはブザー又はこれに代わる設備を設け

ること 

④浴室 

 要介護者の入浴に適していること 

 

⑤医務室 

  入居者を診療するために必要な医薬品及び医

療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設

備を設けること 

⑥廊下幅 

 1.5ｍ以上 

 中廊下の幅は、1.8ｍ以上 

 

設備面積等 

①居室 11.41 ㎡以上 

②共同生活室 141.57 ㎡ 

全体で３ユニット（９名定員：１ユニット、 

１０名定員：２ユニット） 

 

 

 

③洗面設備及び便所 

 概ね２居室で１の整備 

 

 

 

④浴室 

 個浴室：１階に１室、２階に２室の整備 

機械浴室：２階に１室の整備 

⑤医務室 

 整備 

 

 

⑥廊下幅 

 基準以上の整備 
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届出加算項目 

①日常生活継続支援加算 

②看護体制加算 

③夜間職員配置加算 

④個別機能訓練加算 

⑤若年性認知症入所者受入加算 

⑥常勤専従医師配置 

⑦精神課医師定期的療養指導 

⑧障害者生活支援体制 

⑨栄養マネジメント体制 

⑩療養食加算 

⑪看取り介護体制 

⑫在宅・入所相互利用体制 

⑬小規模拠点集合体制 

⑭認知症専門ケア加算 

⑮サービス提供体制強化加算（Ⅰｲ･Ⅰﾛ･Ⅱ･Ⅲ） 

⑯介護職員処遇改善加算(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ) 

届出加算項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯介護職員処遇改善加算Ⅰ 

備考 
施設が竣工次第、施設を訪問し、設備基準を

確認する予定 

※ ユニット型・・・入所者の自立的生活を保障する個室と、少人数の家庭的な雰囲気

の中で生活できる共有スペースを備えており、 複数の個室と共有スペースからなる

単位を 1 ユニットとし、１施設で数ユニットを持つ形態。 
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（参考）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人員基準 

 

項目 基準 指定申請事業所情報 

医師 ○入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行

うために必要な数 

○非常勤専従１名 

生活相談員 ○常勤者１人以上 ○常勤者１名 

介護支援専

門員 

○常勤者１人以上 ○常勤者１名 

介護職員 

看護職員 

(ユニット型) 

○介護職員及び介護職員の総数は、常勤換算で、

入所者の数が３又はその端数を増すごとに１

以上 

○看護職員の数は、１以上 

○介護職員のうち、１人以上は常勤者 

○看護職員のうち、１人以上は常勤者 

○昼間については、ユニットごとに常時１人以

上の介護職員又は看護職員を配置 

○夜間及び深夜については、２ユニットごとに

１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び

深夜の勤務に従事する職員として配置 

○ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを

配置 

○基準以上の配置 

 

 

○２名の配置 

○常勤者１６名 

○常勤者１名 

○基準以上の配置 

 

○２ユニットごとに１名の配置 

 

 

○基準どおりの配置 

栄養士 ○１以上 ○非常勤専従１名 

機能訓練指

導員 

○１以上（当該施設の他の職務に従事可） ○非常勤兼務１名 

 （看護職員兼務） 

調理員 

事務員 

その他の職

員 

○実情に応じた適当数 ○事務員１名の配置 
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（参考）パンフレット等 
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（参考）事業所位置図 
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（参考）事業所平面図１階 
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（参考）事業所平面図２階・３階 

 



18 

２ 議題 

 (1) 地域密着型サービスについて 

   ② 地域密着型サービス事業所の指定更新について（協議） 

指 定 更 新 の 内 容 ① 

項目 指定更新事業所情報 

法人（申請者）名 株式会社 赤坂台介護サービス 

代表者名 代表取締役 伊藤 喜久子 

事業所名 小規模多機能マイホーム喜ら里 

事業所所在地 赤坂町北平山５０番地１ 

事業所管理者 山門 直樹 

当初指定日 平成２２年１２月１日 

現に受けている指定の有効期間満了日 平成２８年１１月３０日 

指定更新後の有効期間満了日 平成３４年１１月３０日 

指定更新通知日（予定） 平成２８年１１月３０日 

指定を受けているサービス事業名 
小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

定員等 

登録定員２９名 

(通いサービス利用定員１８名) 

(宿泊サービス利用定員９名) 

届出加算項目 

①看護職員配置加算(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ) 

②看取り看護加算 

③訪問体制強化加算 

④総合マネジメント体制強化加算 

⑤サービス提供体制強化加算(Ⅰｲ･Ⅰﾛ･Ⅱ･Ⅲ) 

⑥介護職員処遇改善加算(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ) 

実施届出加算項目 

①看護職員配置加算(Ⅱ) 

 

③訪問体制強化加算 

④総合マネジメント体制強化加算 

⑤サービス提供体制強化加算(Ⅰｲ) 

⑥介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

豊川市による実地指導状況 

平成２８年９月３０日（金）実施。一部軽微な指

摘事項があるものの、概ね良好な運営が図られてい

ると認められた。 

備考  

※主な指摘事項 

○ 運営規程について、利用者負担割合変更に伴う見直し及び利用者に関する記録を完

結の日から５年間保存に改め、変更届を提出すること。 

○ 定款を変更しているにも関わらず、変更届の提出がないため、変更届を提出するこ

と。また、変更届は遅滞なく（変更後１０日以内）提出すること。 

○ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービス

の提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるため



19 

に適切なサービスを提供するよう努めること。 

○ 勤務時間実績を確認できない従業者がいるので、適切に勤務時間の状況を管理し、

記録すること。 

 

 

（参考）小規模多機能型居宅介護事業所 人員基準 

 

項目 基準 指定更新事業所情報 

管理者 ○原則として常勤専従者。ただし、管理業務

に支障がないときは、隣接敷地等の他事

業所（一定のサービスに限る）の従業者又

は当該事業所の他の職務を兼ねることが

できる。 

○特別養護老人ホーム等の従業者等として

３年以上認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者であって、指定研修を

修了している者 

○常勤、当該事業所の介護従業者兼務 

 

 

 

 

○実務経験有り、指定研修修了者 

介護支援 

専門員 

○原則として専従者。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該事業所の職務

又は管理者と兼務することができる。 

○介護支援専門員の資格所有及び指定研修

を修了している者 

○非常勤、当該事業所の介護従業者兼務 

 

 

○介護支援専門員、指定研修修了者 

介護従業者 ○１名以上は常勤者 

○１名以上は看護職員（看護師、准看護師） 

○日中の勤務帯 

ア 通い利用者３名に対して１名の介護従

業者 

イ 訪問サービス提供の介護従業者を１名 

○夜間及び深夜の時間帯 

ア １名以上の夜間及び深夜勤務 

 イ １名以上の宿直勤務 

 ※ 宿直職員は、訪問サービスに支障がない

連絡体制が整備されている場合は、必ずしも

事業所内で宿直する必要はない。 

○常勤者１０名 

○３名の配置 

○【日中】基準以上の配置 

 

 

 

○【夜間及び深夜】基準どおりの配置 
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（参考）パンフレット等 
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指 定 更 新 の 内 容 ② 

項目 指定更新事業所情報 

法人（申請者）名 有限会社光堂 

代表者名 代表取締役 三浦正次 

事業所名 デイサービスうらら さくら荘 

事業所所在地 御油町美世賜１８３－１６番地 

事業所管理者 平野 節子 

当初指定日 平成１７年３月１５日 

現に受けている指定の有効期間満了日 平成２９年３月１４日 

指定更新後の有効期間満了日 平成３５年３月１４日 

指定更新通知日（予定） 平成２９年３月１４日 

指定を受けているサービス事業名 地域密着型通所介護 

定員等 １５名 

届出加算項目 

①入浴介助加算 

②中重度者ケア体制加算 

③個別機能訓練加算（Ⅰ・Ⅱ） 

④認知症加算 

⑤若年性認知症利用者受入加算 

⑥栄養改善加算 

⑦口腔機能向上加算 

⑧サービス提供体制強化加算(Ⅰｲ･Ⅰﾛ･Ⅱ･Ⅲ) 

⑨介護職員処遇改善加算(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ) 

実施届出加算項目 

①入浴介助加算 

 

③個別機能訓練加算（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

⑨介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 

豊川市による実地指導状況 

平成２８年１１月８日（火）実施。一部軽微な指摘

事項があるものの、概ね良好な運営が図られていると

認められた。 

備考   

※主な指摘事項 

○ 利用者のサービス選択に資すると認められる重要事項、運営規程の概要等は見やす

い場所に掲示すること。 

○ 重要事項説明書は運営規程との整合性を図ること。（利用料金、サービス種別） 

○ 研修（特に高齢者虐待防止に関する研修）の充実を図ること。 

○ 運営推進会議について、記録（議事録）を公表すること。 
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○ 会計の区分について、指定地域密着型通所介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定地域密着型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければな

らないことに留意すること。 

 

 

（参考）地域密着型通所介護 人員基準 

 

項目 基準 指定更新事業所情報 

管理者 ○原則として常勤専従者。ただし、管理業務に

支障がないときは、隣接敷地等の他事業所の

従業者又は当該指定地域密着型通所介護事業

所の他の職務を兼ねることができる。 

○常勤、当該事業所の生活相談員を

兼務 

 

 

生活相談員 ○社会福祉主事、社会福祉士又は精神保健福祉

士やこれと同等以上の能力を有する者 

○サービス提供の単位ごとに、（生活相談員のサ

ービス提供時間内の勤務時間数の合計）÷（サ

ービスを提供している時間帯の時間数）が１

以上となるための必要数 

○介護福祉士等を配置 

 

○基準どおりの配置 

看護職員 ○看護師又は准看護師 

○サービス提供の単位ごとに１以上確保される

ための必要数 

（利用定員１０名以下の場合は、看護職員の配

置は任意） 

○非常勤兼務９名 

（９名共に機能訓練指導員兼務） 

機能訓練 

指導員 

○理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

師、准看護師、柔道整復師、あんまマッサー

ジ指圧師 

○１以上 

○非常勤兼務９名 

（９名共に看護職員兼務） 

介護職員 ○サービス提供の単位ごとに常時１名以上配置 

○利用者１５名以下 

  単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均

提供時間数 

○利用者１６名以上 

  単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利

用者数－１５）÷５＋１）×平均提供時間数 

○生活相談員又は介護職員のうち１名以上は、

常勤者 

○基準以上配置 

○基準以上配置 

 

 

 

 

 

○常勤者２名 
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（参考）パンフレット等 
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２ 議題 

 (1) 地域密着型サービスについて 

   ③ 地域密着型サービス事業所の他市町村新規指定に係る同

意について（報告） 

同 意 の 内 容 

項目 同意した事業所の情報 

法人（申請者）名 株式会社ほっとケアネット 

代表者名 代表取締役 武田和敏 

事業所名 デイサービスセンター まゆ 

事業所所在地 当古町西新井１０２番地 

当初指定日 
平成２５年７月１日 

（平成２８年４月１日から地域密着型通所介護） 

指定を受けているサービス事業名 地域密着型通所介護 

利用定員 １５名 

協議依頼のあった市町村名 豊橋市 

協議依頼日 平成２８年８月１日 

同意日 平成２８年８月２日 

他市町村における指定日 平成２８年８月３日 

指定に係る協議理由 

 豊橋市在住で豊橋市の被保険者である利用者は、当該

事業所の介護予防通所介護を平成２８年３月３１以前よ

り利用しているが、平成２８年７月１日付けで要介護認

定を受け、利用者の心身の状況を鑑み、継続して当該事

業所において地域密着型通所介護を利用するにあたり、

本市（豊橋市）の事業所指定が必要であるため。 

同意した理由 
豊川市指定地域密着型サービス事業所指定等取扱規定第

４条第１項第１号（※）に該当するため。 

同意に係る条件 

① 利用者は、今回対象となる１名とすること 

② 当該利用者が利用終了した場合は、速やかに当該指

定を廃止すること 

③ 当該指定の指定取消し処分又は効力停止処分を行う

場合は、事前に豊川市長に協議すること 
 

※ 利用しようとする豊川市指定特定地域密着型サービス事業所が、豊川市新規指定を受けてから事

業期間が６か月以上経過しており、かつ、当該他市町村被保険者が利用しようとする時点において、

定員に満たない利用状況が３か月以上継続している場合 
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２ 議題 

 (1) 地域密着型サービスについて 

   ④ 地域密着型サービス事業所の他市町村指定更新に係る同

意について（報告） 

同 意 の 内 容 

項目 同意した事業所の情報 

法人（申請者）名 有限会社豊橋トーカイ 

代表者名 代表取締役 寺本浩嗣 

事業所名 さくらんぼデイサービス 

事業所所在地 小坂井町中野１番地１５ 

当初指定日 
平成２２年１０月１日 

（平成２８年４月１日から地域密着型通所介護） 

指定を受けているサービス事業名 地域密着型通所介護 

利用定員 １８名 

協議依頼のあった市町村名 豊橋市 

現に受けている指定の有効期間満了日 平成２８年９月３０日 

協議依頼日 平成２８年８月２２日 

同意日 平成２８年９月８日 

指定に係る協議理由 

 従前より、豊橋市がみなし指定をしている豊川市地域

密着型サービス事業者から引き続き豊橋市被保険者の利

用者が利用していることにより、豊橋市に対し指定更新

申請書の提出があったため、豊橋市が指定更新決定を行

うにあたり、介護保険法第７８条の２第４項第４号の規

定により同意を得るもの。 

同意に係る条件 

① 利用者は、今回対象となる１名とすること 

② 当該利用者が利用終了した場合は、速やかに当該指

定を廃止すること 

③ 当該指定の指定取消し処分又は効力停止処分を行う

場合は、事前に豊川市長に協議すること 
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２ 議題 

 (1) 地域密着型サービスについて 

   ⑤ 地域密着型サービス事業所の廃止について（報告） 

廃 止 の 内 容 

項目 廃止事業所情報 

法人（申請者）名 有限会社光堂 

代表者名 代表取締役 平野 昌也 

事業所名 デイサービスうらら 花の歌 

事業所所在地 御油町欠下２８番地 

当初指定日 
平成２５年５月１日 

（平成２８年４月１日から地域密着型通所介護） 

廃止届受理年月日 平成２８年１０月３１日 

廃止年月日 平成２８年１２月１日 

指定を受けていたサービス事業名 地域密着型通所介護 

利用定員 ９名 

廃止する理由 

老朽化により施設の改修工事が必要となるが、貸主からの

改修の許可が得られず、賃貸契約が継続できなくなったた

め。 

備考 

 利用者及び利用者の家族に承諾を得て、他事業所と連携

を図り、他事業所の利用を決定済。（平成２８年７月１日か

ら休止中） 

 



【参考資料】 

 

 

●介護保険の各種サービス一覧（要介護認定者対象） 

（１）自宅で利用するサービス  

 

○訪問介護（ホームヘルプ） ○訪問看護 ○居宅療養管理指導  

○訪問入浴介護 ○訪問リハビリテーション   

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ②夜間対応型訪問介護 

 

（２）自宅から通って利用するサービス  

 

○通所介護（デイサービス） ○通所リハビリテーション（デイケア）  

○短期入所生活介護（ショートステイ） ○短期入所療養介護  

③認知症対応型通所介護 ⑨地域密着型通所介護（通所介護のうち定員１８名

以下のもの。平成２８年４月から） 

 

（３）自宅で利用したり、通って利用するサービス  

 

④小規模多機能型居宅介護 

⑧看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

 

（４）生活環境を整えるためのサービス  

 

○福祉用具貸与 ○住宅改修 ○特定福祉用具販売 

 

（５）生活の場を自宅から移して利用するサービス  

 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ○介護老人保健施設  

○介護療養型医療施設 ○特定施設入居者生活介護 

⑤認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム） 

 

（６）計画をつくるサービス  

 

○居宅介護支援 

 

 

※○数字があるものが、豊川市が指定をし、指導・監査を行う「地域密着型サ

ービス」であり、その他は、愛知県が指定・指導・監査を行うサービス。 

※地域密着型サービスのうち、   のあるサービスが、豊川市に実在するサ

ービス。 



 

 

●地域密着型サービス一覧 

サービスの種類 概 要 

① 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
（24 時間対応の定期巡回・随時対応サ

ービス） 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支える
ため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連
携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサ
ービス 

② 
夜間対応型訪問介護 
（夜間ホームヘルプサービス） 

自宅で自立した日常生活を、24 時間安心して送ることがで
きるよう、夜間帯に訪問介護員が利用者の自宅を訪問するサ
ービス（定期巡回と通報への随時対応がある） 

③ 
認知症対応型通所介護 
（認知症専用デイサービス） 

比較的安定した状態にある認知症の方が、通いながら共同
して入浴・食事など日常生活上の世話や機能訓練を受けるサ
ービス 
(1)単独型・併設型…単独で、または特別養護老人ホームな

どに併設され、デイサービス単体でのサービスが提供され
るもの（定員１２名） 

(2)共用型 
下記⑤のグループホームなどの入居者と一体的にサービ
スが提供されるもの（定員１ユニット３名） 

④ 
小規模多機能型居宅介護 
(デイサービスとホームヘルプサービ
スとショートステイの組合せ） 

 「通い」を中心に、利用者の状態や希望、家庭の事情に応
じて随時「訪問」「泊まり」を組み合わせた柔軟な対応を行
うサービス 
【登録定員】 29 人以下 

⑤ 
認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 

 比較的安定した状態にある認知症の入居者に入浴・食事な
ど日常生活上の世話や機能訓練を共同生活の中で行う施設 
【定 員】 原則 18 人以下（＝2 ユニット×9 人／1 ユニッ
ト） 

⑥ 
地域密着型特定施設入居者生活介護 
（小規模な介護付有料老人ホームな
ど) 

入浴・排泄・食事などの介護、その他日常生活上の世話、
機能訓練、療養上の世話を行う施設 
【定 員】 29 人以下 

⑦ 
地域密着型介護老人福祉施設入所者 
生活介護 
（小規模な特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要なため在宅の生活が困難な入所者に食
事・入浴・排泄などの日常生活の介護や健康管理を行う施設 
【定 員】 29 人以下 

⑧ 
看護小規模多機能型居宅介護 
（複合型サービスの一種） 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供
するサービス 
【登録定員】 29 人以下 

⑨ 
地域密着型通所介護 
（定員 18 名以下のデイサービス） 
（平成 28 年４月１日から） 

食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のた
めの機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供
する小規模な施設 
【利用定員】 18 人以下 

 

 


