
介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

1 小規模多機能型居宅介護 人員基準 非常勤の職員が夜勤を行ってよいか。

夜間及び深夜の時間帯に当たるものを１名以上及び、宿直勤務に当たる者を必要

な数以上おかないといけない。

うえの従業者のうち、１名以上は常勤でなければならない。宿直勤務に当たる者

が常勤であれば、夜勤は非常勤で構わない。

※「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（厚生

労働省令第三十四号）第四章　小規模多機能型居宅介護　第二節　人員に関する

基準　第六十三条より

※令和3年4月版介護報酬の解釈２指定基準編　小規模多機能型居宅介護　第２節

人員に関する基準　第63条（613ページ）

令和3年6月17日

2 小規模多機能型居宅介護
モニタリングについ

て

居宅介護支援事業所は定期的に利用者と面接し

て状況を把握するモニタリングが必須だが、小

規模多機能居宅型居宅介護ではどうなのか確認

したい。

・通いサービス中に面接しており、訪問サービ

ス時にお宅に訪問している。これは記録があれ

ばモニタリングとしてみなされるか？

・利用者が独居の場合や事実上家族がいない場

合のモニタリングの扱いについて

・同居する家族の都合が合わず面会できない場

合のモニタリングの扱いについて

小規模多機能についても居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支

援等基準第13条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行うものとする。よって、

居宅介護支援事業所におけるモニタリングと同様、特段の事情がない限り、次の

とおり行わなければならない。

〇少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

〇少なくとも1月に1回、必ずモニタリングの結果を記録しなければならない。

〇モニタリングの結果の記録は、2年間保存しなければならない。

特段の事情とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問して面接することが

できない場合（例：急遽入院となった等）を指す。さらに、特段の事情がある場

合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要となる。

※「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（厚生

労働省令第三十四号）第四章　小規模多機能型居宅介護　第七十四条二

※令和3年4月版介護報酬の解釈２指定基準編　小規模多機能型居宅介護　居宅

サービス計画の作成　第74条2（628ページ）

令和3年7月15日

3 小規模多機能型居宅介護
モニタリングについ

て
別途モニタリングシートを活用している場合

モニタリングを通じて把握した内容について、モニタリングシート等を活用して

いる場合については、例えば、「モニタリングシート等（別紙）参照」等と記載

して差し支えない。（重複記載は不要）

※介護保険最新情報vol.958参照

令和3年7月16日

4 居宅介護支援

生活機能向上連携加

算と個別機能訓練加

算

生活機能向上連携加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅰ

を同日に算定できるか

個別機能訓練加算を算定する場合、生活機能向上連携加算Ⅰは算定せず、生活機

能向上連携加算Ⅱで、100単位（月）を算定する。
令和3年7月30日

5 小規模多機能型居宅介護 人員基準
２週間ケアマネが休むが、人員基準上構わない

か？

常勤の従業者の休暇等の期間については、その期間が暦月で１月を超えるもので

ない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

※平成14年3月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡「運営基準等に係るQ&A」Ⅰ

常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱いより

令和3年8月13日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

6 居宅介護支援 訪問介護

院内介助は基本病院で対応すべきもの、しか

し、病院がその利用者の対応ができないと確認

した場合、プランに位置づけて良いですか？そ

の際の必要な書類や手順はありますか？

訪問介護における院内介助を位置付けるためのいの町が指定する様式はありませ

んが、①適切なケアマネジメントを行ったうえで、②院内スタッフ等による対応

が難しく、③利用者が介助を必要とする心身状態であることが客観的に確認でき

る書類を整備し、その内容について④サービス担当者会議での話し合いを行って

ください。

また、適切なモニタリングを行い、状況の変化の把握に努めてください。

令和3年8月16日

7 全サービス
運営規定、重要事項

説明書

重要事項説明書を見直していたところ、職員の

欄で看護職員が非常勤２名となっていることに

気づきました。実際は常勤が１名、非常勤が１

名です。重要事項説明書を変更した方がよろし

いでしょうか。

貴意のとおり。

また、員数の記載や変更届の明確化について下記のとおり改正がありましたの

で、参考にしてください。

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため業務負担軽減等の観点から、

規程を定めるにあたっては基準を満たす範囲において、「〇人以上」と記載する

ことが可能です。

※「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準

について」（平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発

第0331017号）第３地域密着型サービス　４運営に関する基準　（21）運営規程

①

令和3年8月31日

8 小規模多機能型居宅介護 認知症加算

要介護２の方で、認定情報の認知症高齢者の日

常生活自立度はⅡｂですが、主治医意見書はⅠ

となっており、どちらを根拠にするべきか迷い

が生じました。

主治医意見書を根拠にして、算定をしてください。

※介護保険最新情報vol.454参照
令和3年9月1日

9 小規模多機能型居宅介護 サービス利用票

サービス利用票の押印について。

いの町では押印が必要と認識していましたが、

如何でしょうか？

事業所で使用している介護ソフトのアップデー

トに伴い、今まで使用していた利用票から押印

欄が削除されています。必要であれば空欄部へ

の押印で宜しいですか？

不要である場合、押印なして１部は事業所保

管、もう１部は利用者さんへ配布という認識で

よろしいですか？

令和３年７月１９日付事務連絡（いの町発）のとおり、欄外に、利用者の押印ま

たは署名をいただくようお願いします。

※介護保険最新情報vol.958参照

令和3年9月7日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

10
認知症対応型共同生活介

護
管理者について

① 管理者が9/15～１か月ほど入院するが、その

間不在でよいか？

② 9/29、30管理者研修を受ける人がいるが、受

けたらすぐ管理者になれるか？

① 別紙Ｑ＆Ａにより、休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるもの

でない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うことが可能です。

② 介護報酬の解釈（指定基準編）663ページにあるとおり、管理者の変更の届出

を行う場合については、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを

行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該管理者

が研修を修了していない場合であっても差し支えありません。

令和3年9月9日

11 居宅介護支援 同日日に算定

２か所の訪問看護ステーションを利用中。毎週

PTが週に１回ずつ訪問してリハビリを行ってい

る。月に１回の看護師による体調チェックは、

重ならないように２か所の事業所から訪問して

も算定できるだろうか？

介護保険最新情報vol.59のとおり、「介護保険における訪問看護には特段の制限は

ない」とあることから、同日日に算定して問題ないですが、基本的には、日が重

ならないようにするのがよいと思います。

令和3年9月27日

12 居宅介護支援 ケアプラン点検

介護保険最新情報vol.1009　（２）高齢者向け

住まい等対策のケアプラン点検について、居宅

事業所が該当プランがあった時の届け出方法に

ついて、利用割合は、いの町からお知らせがあ

りますか？

介護保険最新情報Vol.1009　高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検について

は、現在いの町内にこちらで定義する高齢者向け住まい（サービス付き高齢者向

け住宅や住宅型有料老人ホーム等）がないことから、実施の予定はありません。

なお、個別のケアプラン点検の対象となった場合は、随時通知しております。

令和3年10月6日

13 居宅介護支援

居宅介護支援事業所

の介護支援専門員配

置

居宅の人員基準（赤本P.837)では、「利用者の

数が35又はその端数を増すごとに1とする」とあ

り、請求段階では実績で介護支援専門員40件以

上の場合は逓減での居宅介護支援ⅡやⅢの報酬

になる。

そこで、ICT活用が無い場合の居宅において、

➀ 介護支援専門員1人あたり介護で35～39名を

長い期間続けても差支えないか。

② 逓減で算定をする期間が長くなる事は差支え

ないか。

➂ ②の状態で新規利用者をとる事は差支えない

か。

④ 逓減で算定していることが運営基準上減算と

はならないか。

① 差し支えありません。介護支援専門員１人当たりの取り扱い件数が４０件を超

える場合には、逓減制を適用してください。

② 差し支えありません。ただし、ケアマネジメント業務の質を確保し、居宅介護

支援の適切な提供を図る観点から逓減制が設けられているため、当該趣旨に従

い、居宅介護支援の質の確保に支障を来たすことがないようにご配慮ください。

③ 逓減制が適用されていれば運営基準上は問題ありません。

④ 運営基準減算の対象に、逓減制が適用されていることは含まれていません。

令和3年10月14日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

14 居宅介護支援

老人保健施設から特

別養護老人ホームへ

移る場合

老人保健施設にショートステイ中（短期入所療

養介護）の方が特別養護老人ホームでショート

ステイ（短期入所生活介護）する。

この場合ショートステイの利用期間制限の３０

日間は通算されるのか？

連続利用日数については、短期入所生活介護と短期療養生活介護とはサービス区

分が異なるため、それぞれについてカウントします。

よって、老人保険施設と特別養護老人ホームでの利用日数は通算されません。

令和3年10月19日

15 居宅介護支援

特定事業所加算

「Ⅲ」から「なし」

になった場合の実習

生受け入れについて

先月から介護支援専門員数が2名になった為、特

定事業所加算Ⅲの加算は外れている。

既に人員の募集はかけており、3名になれば再び

特定事業所加算Ⅲの加算申請をする予定であ

る。

そこで、R3年度の実習生受け入れをしなかった

場足、

➀ R3年度中に介護支援専門員の人員がそろい上

記加算を取る場合、実習生受入れをしなかった

事が差支えにならないか？

② R4年度になって上記加算を取る場合は、R4

年度で実習生受入れをするで良いか？

① ②特定事業所加算の算定要件に「介護支援専門員実務研修における科目『ケア

マネジメントの基礎技術に関する実習』等に協力または協力体制を確保している

こと」とありますが、青本Ｐ．859にある通り、協力または協力体制とは、現に受

け入れが行われていることに限らず、受け入れが可能な体制が整っていることを

いいます。そのため、研修の実施主体との間で実習等の受入に同意していること

がわかる書面の写し（高知県から送付される「高知県介護支援専門員実務研修実

習受入協力事業所登録決定通知書」の写し）を介護給付費算定に係る体制等届出

書に添付していただくことで要件を満たします。

令和3年12月2日

16 居宅介護支援

医療サービスが入っ

たプランの主治医へ

の提出頻度

介護報酬の解釈２指定基準編P.852に、

「医療サービスを位置づける場合は、主治医の

意見を求める。計画を作成した場合は、主治医

等に交付しなければならない」とある。

上記の交付頻度を教えてください。

プランに位置付けた最初のプランのみか？

プラン作成ごとにか？（医療サービス以外の更

新時も？）

認定更新時プランは？

訪問看護等医療サービスについては、主治医がその医療サービスの必要性を認め

た場合に限られるものであることから、主治医の指示があることを必ず確認し、

記録しておく必要がある。また、主治医とのより円滑な連携に資するために当該

居宅サービス計画を交付しなければならないと定められている。

よって、医療サービスを変更する場合等、主治医の指示をあらためて確認する必

要があり、当該意見を踏まえてケアプランを作成した場合には、交付するものと

する。

認定更新も同様である。

令和3年12月2日

17 居宅介護支援 初回加算

要介護だった利用者が、更新で要支援となり

（１１月１日から）、判定に不服で区分変更申

請をして１１月１日から要介護認定がおりた方

について、初回加算がとれますか？

介護保険最新情報vol.６９（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ　問６２）に書かれて

あるとおり、初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の新規

の考え方については、当該利用者について、過去２月以上、当該居宅介護支援事

業所において、居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていな

い場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指します。し

たがって、今回の場合は初回加算は算定できません。

令和3年12月3日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

18 地域密着型通所介護 人員基準

勤務している看護師（非常勤）が入院となり、

常勤1名と非常勤1名体制でシフトを組んでいる

が、2名とも出勤できない場合の介護報酬上の取

り扱いについて教えていただきたい。

赤本Ｐ529⑥アに、看護職員の確保についての具体的取り扱いについて、「提供時

間帯を通じて、専ら当該地域密着型通所介護の提供に当たる必要はないが、当該

看護職員は提供時間帯を通じて、指定地域密着型通所介護と密接かつ適切な連携

を図るものとする」とあり、その下の「なお、」より、「密接かつ適切な連携と

は、指定地域密着型通所介護へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができ

る連携を確保することである」と記載されています。

よって、上記のような連携ができるのであれば、人員基準上密接かつ適切な連携

が図られているものとして取り扱うことは可能です。

ただし、青本P615に人員基準欠如の具体的取り扱いについて記載されています

が、質問のように当該看護職員が勤務しない日については、人員基準欠如の計算

上、サービス提供日に配置された延べ人数に含むことはできません。

令和3年12月15日

19 全サービス

科学的介護情報シス

テム（LIFE）関連加

算

科学的介護推進体制加算について

加算を取るようになったら何を残しておく必要

があるか？

LIFEにデータを送った事だけで加算が取れるの

か？

送った内容全てを書面で残す必要があるのか？

科学的介護情報システム（LIFE）関連加算の事務処理手順については、別添　令

和3年3月16日付け介護保険最新情報Vol.938（科学的介護情報システム（LIFE）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について）

をご確認ください。

なお、記録の整備についてはいの町指定地域密着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条例第81条（以下抜粋）のとおりです。

※抜粋

（記録の整備）

第８１条　指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対応型通所介護従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

２　指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しな

ければならない。

令和4年2月15日

20
認知症対応型共同生活介

護

医療連携体制加算

（Ⅰ）について

介護報酬の解釈（単位数表編）Ｐ.712②に

「看護師の確保については、同一法人の他の施

設に勤務する看護師を活用する場合、当該認知

症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業

所の職員を併任する職員として確保することも

可能である。」とある。

いずれかのGHで常勤看護師として採用し、他の

GHにも兼務することで、両GHともに医療連携

体制加算（Ⅰ）を算定することは可能か？

別紙ワムネットに掲載されているＱ＆Ａの回答のとおり、同一法人の他の施設に

勤務する看護師を活用する場合は、併任する職員として配置することが可能で

す。よって、医療連携体制加算（Ⅰ）を取得して差し支えありません。介護報酬

の解釈（単位数表編）Ｐ.713③にあるとおり、いずれの事業所でも、利用者に対し

て日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応が

とれる等の体制を整備するようお願いします。

令和4年4月25日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

21 居宅介護支援

中山間地域等に居住

する者へのサービス

提供加算

① 中山間地域等に居住する者へのサービス提供

加算を取得する場合、届出が必要か。

② 利用者が「小川新別」「楠瀬」に住所がある

場合、請求できるか。

青本Ｐ854　注6にあるとおり、この加算は「通常の事業の実施地域を超えて、指

定居宅介護支援を行った場合」に算定することができます。

通常の事業の実施地域は、運営規程において定められているものですが、貴社の

事業所では「いの町」となっているため、算定することができません。

①については、この加算については、体制届の提出は不要です。

令和4年5月27日

22
認知症対応型共同生活介

護
人員基準

３年度報酬改定により、計画作成担当者はユ

ニットごとに１名以上から事業所ごとに１名以

上となったが、非常勤でもよいか。

厚生労働省Ｑ＆Ａ【Ｈ28.5.2介護制度改革information vol.102事務連絡】により、

非常勤で差し支えありません。利用者に対するケアマネジメントを適切に行える

ような勤務時間は確保してください。

令和4年6月7日

23 小規模多機能型居宅介護

「医師法第17条及び

保健師助産師看護師

法第31条の解釈につ

いて」の➄の注1の

➄の解釈について

主治医の許可、看護師からの手技の指導、本人

または家族の同意があれば、「蓄尿バッグの着

脱及びその際に必要な各部位の消毒」について

介護職員が担う事は、「医師法第17条及び保健

師助産師看護師法第31条の解釈について」（平

成17年7月26日 医政発第0726005号 厚生労働省

医政局長通知」にある「自己導尿を補助するた

め、カテーテルの準備、体位の保持などを行う

こと」に相当するのか。

医師法第17条等の法解釈の問題であるため、厚生労働省に質問していただかない

と、市町村で判断はできないため、介護職員が行ってもよいとはいえない。

ただ、本人や家族が行うことについては問題がないので、８月８日に退院するま

での間に、本人や家族が行えるように看護師に指導してもらう等、自立支援対策

も必要だと考える。

令和4年8月5日

24 小規模多機能型居宅介護

ベースアップ新加算

に取得に伴い変更さ

れる重要事項説明書

の取扱いについて

新加算の取得に伴い、重要事項説明書の変更を

行うが、利用者、家族への同意については、改

めて同意した旨の署名、捺印をもらわずに、

サービス費用の改定について説明した文書をつ

くり、説明を行い、ご理解を得る。そして、居

宅介護支援経過（第5表）に説明を行った旨を記

録する。

この取扱いでよろしいか。

別添介護保険最新情報vol.740にあるとおり、説明を行った日時・方法・対象者を

明確に記録し、残しておくことが必要であるので、左記の取扱いで差し支えな

い。

令和4年9月16日

25
認知症対応型共同生活介

護
人員基準

11月に育休から復帰する介護職員が来年の3月ま

で、通常であれば8:30~17:30の勤務であるとこ

ろ､9:30~16:30の短時間勤務制度を利用する場

合､人員基準の3:1を満たすために､夜勤が本来､

明けで9:00までのところを9:30までにするべき

か｡

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.1）にあるとおり、職員が育児・介護休

業法による育児の短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で「常

勤」として取扱い、常勤換算方法の計算にあたり、計算上も「1」（常勤）として

取り扱うことができます。

赤本P.658～659の人員に関する基準の解釈通知にあるとおり、日中の時間帯に、

認知症対応型共同生活介護の提供に必要な介護従業者の時間数を確保していれば

差し支えありませんが、利用者に対してきめ細やかなサービスを提供できるよう

な人員の配置をお願いします。

令和4年10月19日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

26 小規模多機能型居宅介護 文書保存期間

介護保険の文書保存期間は、厚生労働省令で

「介護保険サービスが終了してから2年間」と定

められていますが、いの町では5年間であったと

記憶しています。また、介護保険に基づくサー

ビス提供の文書とは以下の通りという認識でよ

ろしいでしょうか。

・サービスの利用契約書

・重要事項説明書

・ケアプラン

・サービス利用表

・サービス提供の記録（介護記録）

・事故報告書

・苦情処理に関する書類

「いの町指定地域密着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

める条例」第109条のとおり、5年間保管をお願いします。

介護保険に基づくサービス提供の文書は、お見込みのとおりですが、このほか

に、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ず行っ

た身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録も該当します。

また、利用者が正当な理由なしに小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に

従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合等に、事

業所から町に対して遅滞なく、意見を付して通知を行うこととなっていますが、

この通知に係る記録も該当します。

令和4年11月21日

27 居宅介護支援

精神のサービス、医

療保険サービスを受

給していた方の介護

保険への移行①			

アルコール依存症の精神障害があり、医療保険

（自立支援医療を申請）で、訪問看護が入って

おり、精神のサービスでホームヘルパーも入っ

ていた方が、R4.11.10に介護１の認定がおりた

が、これらのサービスは介護保険が優先される

と考えてよいか。

精神科医師が作成した、精神科訪問看護指示書による訪問看護対象者は、介護保

険利用者であっても、医療保険で算定されるが、この方がかかっている病院から

出ている指示書は一般指示書であるので、介護保険が優先される。訪問介護は、

介護保険が優先されるので、どちらのサービスも介護保険になる。

令和4年11月22日

28 居宅介護支援

精神のサービス、医

療保険サービスを受

給していた方の介護

保険への移行②				

【①の続き】

ケアプランの届出を提出するのがR4.12.1になる

が、10月、11月に入れている訪問看護、ホーム

ヘルパーは、介護認定が10月11日から有効に

なっているとしても、精神のサービス、医療保

険サービスという認識でよいか。

介護保険サービスがケアプランに基づき開始する前に、ご本人が困らないように

するために使ってもらっていたサービスについては、これまでどおり医療保険、

精神サービスとして構わない。

（県　長寿社会課、障害福祉課に確認。）

令和4年11月24日

29 居宅介護支援
居宅サービス計画書

への利用者の押印

居宅サービス計画書（第１表）の利用者の同意

について、署名の他に押印は必要か。

署名により同意を得ることとし、押印は不要です。

本人が記載できない場合は、代筆も可能です。

また、第６表「サービス利用票（兼居宅（介護予防）サービス計画）」につきま

しても、新様式中、利用者確認の欄が削除されていますが、これまでどおり双方

で確認できているという事実確認が必要であるため、使用しているシステムで

「利用者確認」の欄が削除される場合には、欄外に、利用者の署名または押印を

いただくようお願いします。

（令和3年7月19日事務連絡）

令和4年11月24日
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介護保険事業所からの質問回答集

Ｎｏ． サービス種別 項目 質問 回答 回答日

30 居宅介護支援

精神のサービス、医

療保険サービスを受

給していた方の介護

保険への移行③				

【①の続き】

医療保険で訪問看護を利用されており、自立支

援医療受給者証をもっていた方について、どの

ように請求すればよいか。

介護保険が医療保険に優先されて、９割分が介護保険サービスとなる。自立支援

医療は公費負担制度なので、公費負担番号「21396015」をそのまま利用でき、こ

の方の自己負担上限額は2,500円で、自己負担１割分から、自己負担2,500円を控

除した残りが自立支援医療により公費負担されます。

レセプトに公費負担番号を入力し計算をお願いします。

令和4年11月28日

31 居宅介護支援 居宅療養管理指導

がん末期で新規申請中の方だが、認定がおりる

前に居宅療養管理指導（薬局から薬剤師が訪問

し、服薬指導）のサービスのみを利用したい。

ケアプランは必要か。

居宅療養管理指導はサービス計画に基づく計画ではないため、当該サービスのみ

利用する場合、ケアプランは必要でない。
令和4年12月5日

32 短期入所生活介護
長期利用者に対する

減算

短期入所生活介護（ショートステイ）の利用が

ご家族の都合で（家族が入院しており、退院が

のびる）30日を超えてしまう。

どうしたらよいか？

コロナ感染症に係る臨時的な取扱いについては柔軟な取扱いを可能とし長期利用

者に対する減算が適用されない取扱いが示されているが、それ以外は通常どおり

自費利用を挟み30日を超えた日から減算する。

令和4年12月16日

33
認知症対応型共同生活介

護

住所地特例者（保険

者いの町）の受け入

れ

いの町から高知市の有料老人ホームに転出し、

住所地は高知市となっている住所地特例者の方

がいの町のグループホームに入居することは可

能か。

地域密着型サービスは原則、いの町の町民である被保険者でなければ利用ができ

ないが、当該住所地特例者は、いの町の被保険者であるため、いの町のグループ

ホームに住所を変更して利用することができる。

令和4年12月19日
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