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北九州市第１号訪問事業及び第 1 号通所事業の実施に関する要綱 新旧対照表
新

旧

第１条～第７条 略

第１条～第７条 略

（第１号事業に要する費用の額）

（第１号事業に要する費用の額）

第８条 第１号事業に要する費用の額は、別表第１（予防給付型訪問サー 第８条 第１号事業に要する費用の額は、別表第１（予防給付型訪問サー
ビス事業支給費単位数表）から別表第４（生活支援型通所サービス事業

ビス事業支給費単位数表）から別表第４（生活支援型通所サービス事業

支給費単位数表）により算定するものとする。

支給費単位数表）により算定するものとする。

ただし、令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの間は、別表 （新設）
第１の予防給付型訪問サービス費（共生型訪問サービス費）のイからハ、
別表第２の生活支援型訪問サービス費のイからハ、別表第３の予防給付
型通所サービス費（共生型通所サービス）のイ、別表第４の生活支援型
通所サービス費のイについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相
当する単位数を算定する。
第９条～第１２条

略

第９条～第１２条

略

別表第１（予防給付型訪問サービス事業支給費単位数表）

別表第１（予防給付型訪問サービス事業支給費単位数表）

予防給付型訪問サービス費（共生型訪問サービス費）

予防給付型訪問サービス費（共生型訪問サービス費）

イ

予防給付型訪問サービス費（Ⅰ）

１，１７６単位

イ

予防給付型訪問サービス費（Ⅰ）

１，１７２単位

ロ

予防給付型訪問サービス費（Ⅱ）

２，３４９単位

ロ

予防給付型訪問サービス費（Ⅱ）

２，３４２単位

ハ

予防給付型訪問サービス費（Ⅲ）

３，７２７単位

ハ

予防給付型訪問サービス費（Ⅲ）

３，７１５単位

注１

略

注１

略

注２

指定予防給付型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の敷

注２

指定予防給付型訪問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（若しくは指定予防給付型訪問

地内若しくは隣接する敷地内の建物（若しくは指定予防給付型訪問

サービス事業所と同一建物(以下この注において「同一敷地内建物

サービス事業所と同一建物(以下この注において「同一敷地内建物

等」という。)に居住する利用者又は指定予防給付型訪問サービス

等」という。)に居住する利用者又は指定予防給付型訪問サービス

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

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(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し、

住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し、

指定予防給付型訪問サービスを行った場合は、所定単位数の１００

指定予防給付型訪問サービスを行った場合は、所定単位数の１００
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分の９０に相当する単位数を算定する。この場合において、建物の

分の９０に相当する単位数を算定する。この場合において、建物の

範囲については、平成３０年度介護報酬改定後の訪問介護の取扱い

範囲については、平成３０年度介護報酬改定後の訪問介護の取扱い

に準じる。

に準じる。

※支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入のこと。
注３～８ 略

注３～８ 略

ニ～ホ 略

ニ～ホ 略

ヘ

ヘ 介護職員処遇改善加算

注

介護職員処遇改善加算
別に市長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等

注

別に市長が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て市長に届け出た指定予防給付型訪問サ

を実施しているものとして市長に届け出た指定予防給付型訪問サ

ービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型訪問サービスを行

ービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型訪問サービスを行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日ま

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数のい

での間（（４）及び（５）については、令和４年３月３１日までの

ずれかを加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

間）、次に掲げる単位数のいずれかを加算する。ただし、次に掲げ

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。

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。
ト

略

ト 略

別表第２（生活支援型訪問サービス事業支給費単位数表）

別表第２（生活支援型訪問サービス事業支給費単位数表）

生活支援型訪問サービス費

生活支援型訪問サービス費

イ

生活支援型訪問サービス費（Ⅰ）

９２１単位

イ

生活支援型訪問サービス費（Ⅰ）

９１８単位

ロ

生活支援型訪問サービス費（Ⅱ）

１，８４０単位

ロ

生活支援型訪問サービス費（Ⅱ）

１，８３５単位

ハ

生活支援型訪問サービス費（Ⅲ）

２，７６２単位

ハ 生活支援型訪問サービス費（Ⅲ）

２，７５３単位

別表第３（予防給付型通所サービス事業支給費単位数表）

別表第３（予防給付型通所サービス事業支給費単位数表）

予防給付型通所サービス費（共生型通所サービス費）

予防給付型通所サービス費（共生型通所サービス費）

イ

予防給付型通所サービス費

イ

（１）予防給付型通所サービス費（Ⅰ）（要支援１、事業対象者）
１，６７２単位

予防給付型通所サービス費

（１）予防給付型通所サービス費（Ⅰ）（要支援１、事業対象者）
１，６５５単位
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（２）予防給付型通所サービス費（Ⅱ）（要支援２）

（２）予防給付型通所サービス費（Ⅱ）（要支援２）

３，４２８単位
注１～５ 略
注６

３，３９３単位
注１～５ 略

指定予防給付型通所サービス事業所と同一建物に居住する者

注６

指定予防給付型通所サービス事業所と同一建物に居住する者

又は指定予防給付型通所サービス事業所と同一建物から当該指

又は指定予防給付型通所サービス事業所と同一建物から当該指

定予防給付型通所サービス事業所に通う者に対し指定予防給付

定予防給付型通所サービス事業所に通う者に対し指定予防給付

型通所サービスを行った場合は、１月につき次の単位を所定単位

型通所サービスを行った場合は、１月につき次の単位を所定単位

費から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要である

費から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要である

と認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要

と認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要

であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限

であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限

りではない。

りではない。

イ

要支援１、事業対象者

３７６単位

イ 要支援１、事業対象者

３７６単位

ロ

要支援２

７５２単位

ロ 要支援２

７５２単位

※区分支給限度基準額の算定対象外
ロ～ハ 略
ニ

栄養アセスメント加算
注

ロ～ハ 略
５０単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届

け出た指定予防給付型通所サービス事業所において、利用者に対し
て、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者
ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することを
いう。以下この中において同じ。
）を行った場合は、１月につき所
定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択
的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける
間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しな
い。
イ

当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養

士を１名以上配置していること。

（新設）
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ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員
その他の職種の者（ホの注において「管理栄養士等」という。）
が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族
に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管
理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。
ニ

別に市長の定める基準に適合している指定予防給付型通所サ

ービス事業所
であること。
ホ

栄養改善加算

注

ニ
２００単位

栄養改善加算

注

１５０単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届

け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対

け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対

して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実

して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実

施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態

施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態

の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注及びヘにお

の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注及びトにお

いて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、１月につき

いて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、３月以内の

所定単位数を加算する。

期間に限り１月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サ
ービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄
養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と
認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ・ロ 略

イ・ロ 略

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士等が栄養改善サ

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の
居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っていると
ともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ・ホ 略

ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録
していること。
ニ・ホ 略
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ヘ

口腔機能向上加算

注

ホ

別に市長の定める基準にも適合しているものとして市長に届け

口腔機能向上加算

注

１５０単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届

出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者

け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用

に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実

者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に

施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する

実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関す

訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

る訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又

向上に資すると認められるもの（以下この注及びヘにおいて「口腔

は向上に資すると認められるもの（以下この注及びヘにおいて「口

機能向上サービス」という。
）を行った場合は、当該基準に掲げる

腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定

区分に従い、３月以内の期間に限り１月につき次に掲げる単位数を

単位数を加算する。

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

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置している

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。

こと。

また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛

能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引

生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同

き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算

して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しているこ

定することができる。

と。

（１）口腔機能向上加算（Ⅰ）

１５０単位

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯

（２）口腔機能向上加算（Ⅱ）

１６０単位

科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っていると
ともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的

に評価していること。
ホ

別に市長の定める基準に適合している指定予防給付型通所サ

ービス事業所であること。
ト

選択的サービス複数実施加算

ヘ

選択的サービス複数実施加算

注

略

注

略

チ

事業所評価加算

ト

事業所評価加算

注

略

注

略

１２０単位

１２０単位
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リ

サービス提供体制強化加算

注

チ

別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出

サービス提供体制強化加算

注

別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出

た指定予防給付型通所サービス事業所が利用者に対し指定予防給

た指定予防給付型通所サービス事業所が利用者に対し指定予防給

付型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

付型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

利用者の区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算す

利用者の区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算す

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

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。

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(１)サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

(１)サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（一）要支援１、事業対象者
（ニ）要支援２

８８単位

（一）要支援１、事業対象者

１７６単位

（ニ）要支援２

(２) サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
（一）要支援１、事業対象者
（ニ）要支援２

７２単位
１４４単位

（一）要支援１、事業対象者

４８単位

（ニ）要支援２

９６単位

(３) サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（一）要支援１、事業対象者

２４単位

（一）要支援１、事業対象者

２４単位

（ニ）要支援２

４８単位

（ニ）要支援２

４８単位

※区分支給限度基準額の算定対象外
生活機能向上連携加算

注

１４４単位

(２) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

(３) サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

ヌ

７２単位

別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出

※区分支給限度基準額の算定対象外
リ

生活機能向上連携加算

注

別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出

た指定予防給付型通所サービス事業所において、外部との連携によ

た指定予防給付型通所サービス事業所において、外部との連携によ

り、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画

り、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画

を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、（１）につい

を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、１月につき２

ては３月に１回を限度として１月につき、（２）については１月に

００単位を所定単位数に加算する。ただし、ハに掲げる加算を算定

つき、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

している場合は、1 月につき１００単位を所定単位数に加算する。

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。また、運動器機能向上加算を算定してい

（別紙１－１）

る場合、
（１）は算定せず、
（２）は１月につき１００単位を所定単
位数に加算する。

ル

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

１００単位

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

２００単位

口腔・栄養スクリーニング加算
注

ヌ 栄養スクリーニング加算

別に市長が定める基準に適合する指定予防給付型通所サービス

注

別に市長が定める基準に適合する指定予防給付型通所サービス

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養

の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行

状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当

った場合に、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数

該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要

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

な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供し

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せず、

た場合に、栄養スクリーニング加算として１回につき所定単位数に

当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニ

加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄

ング加算を算定している場合にあっては算定しない。

養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

２０単位

該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

５単位

いる間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定
しない。

ヲ

５単位

科学的介護推進体制加算
注

４０単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届

け出た指定予防給付型通所サービス事業所が、利用者に対して指定
予防給付型通所サービスを行った場合は、１月につき４０単位を所
定単位数に加算する。
イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をい
う。）、栄養状態、口腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定
する認知症をいう。）の状況その他の入所者の心身の状況等に係
る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に応じて予防給付型通所サービス計画を見直すなど、指定
予防給付型通所サービスの提供に当たって、イに規定する情報そ

（新設）

（別紙１－１）

の他指定予防給付型通所サービスを適切かつ有効に提供するた
めに必要な情報を活用していること。
ワ

介護職員処遇改善加算

ル

注

別に市長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等

介護職員処遇改善加算

注

別に市長が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て市長に届け出た指定予防給付型通所サ

を実施しているものとして市長に届け出た指定予防給付型通所サ

ービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを行

ービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日ま

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

での間（（４）及び（５）については、令和４年３月３１日までの

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

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

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。

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。
（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（イ）から（ヲ）までによ

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（イ）から（ヌ）までによ

り算定した単位数の１，０

り算定した単位数の１，０

００分の５９に相当する

００分の５９に相当する

単位数

単位数

（イ）から（ヲ）までによ

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（イ）から（ヌ）までによ

り算定した単位数の１，０

り算定した単位数の１，０

００分の４３に相当する

００分の４３に相当する

単位数

単位数

（イ）から（ヲ）までによ

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（イ）から（ヌ）までによ

り算定した単位数の１，０

り算定した単位数の１，０

００分の２３に相当する

００分の２３に相当する

単位数

単位数

（３）により算定した単位

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（３）により算定した単位

数の１００分の９０に相

数の１００分の９０に相

当する単位数

当する単位数

（別紙１－１）

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（３）により算定した単位

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（３）により算定した単位

数の１００分の８０に

数の１００分の８０に

相当する単位数

相当する単位数

※区分支給限度基準額の算定対象外

※区分支給限度基準額の算定対象外
ただし、（４）及び（５）については、給付において廃止される
同時期において廃止する。

カ

介護職員等特定処遇改善加算
注

別に市長が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
注

別に市長が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善

等を実施しているものとして市長に届け出た指定予防給付型通所

等を実施しているものとして市長に届け出た指定予防給付型通所

サービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを

サービス事業所が、利用者に対し、指定予防給付型通所サービスを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）ま

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

でのいずれかを算定していることを要件とする。また、（１）の算

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。

定に当たっては、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の届
出を行っていることを要件とする。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。
（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （イ）から（ヲ）までに
より算定した単位数の１０００分の１２に相当する単位数
（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （イ）から（ヲ）までに
より算定した単位数の１０００分の１０に相当する単位数
※区分支給限度基準額の算定対象外

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） （イ）から（ヌ）までに
より算定した単位数の１０００分の１２に相当する単位数
（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） （イ）から（ヌ）までに
より算定した単位数の１０００分の１０に相当する単位数
※区分支給限度基準額の算定対象外

（別紙１－１）

別表第４（生活支援型通所サービス事業支給費単位数表）

別表第４（生活支援型通所サービス事業支給費単位数表）

生活支援型通所サービス費

生活支援型通所サービス費

イ

生活支援型通所サービス費

イ

生活支援型通所サービス費

（１）生活支援型通所サービス費（Ⅰ）（要支援１、事業対象者）

（１）生活支援型通所サービス費（Ⅰ）（要支援１、事業対象者）

１，３１５単位

１，３０２単位

（２）生活支援型通所サービス費（Ⅱ）（要支援２）
２，６３１単位
（施行期日）
１

この要綱は、令和３年４月 1 日（以下「施行日」という。）から施

行する。
（経過措置）
２

この要綱の施行日前に指定事業者が行った第１号訪問事業又は第

１号通所事業に要する費用の額について、なお、従前の例による。

（２）生活支援型通所サービス費（Ⅱ）（要支援２）
２，６０４単位

