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各都道府県介護保険主管部（局）長
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厚生労働省老

㎜

興青翠

rr介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について

rr介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平成18年3月31日付
け老振発第0331007号厚生労働省老健局振興課長通知）については、介護保険法施

行規則の一部を改正する省令（平成20年厚生労働省令第69号）が公布され、平

成20年4月1日より施行されたことに伴い、別紙のとおり改正し、平成20年4
月1日より適用することとしたので、御了知の上、適正な事務処理を図られたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項
の規定に基づく技術的助言として発出するものである。
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幣

（

別

紙

）

O「介護サービス情報の公表」制度の施行について（平成18年3月31日老発第0331007号厚生労働省老健局振興課長通知）
改

正

後

現

別紙

1

行

別紙

「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
1 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者（以下
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者（以下
「利用者」という。）が自ら介護サービス事業者（介護保険法
「利用者」という。）が自ら介護サービス事業者（介護保険法

（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第115条

（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第115条

1一切1

の29第1項に規定する「介護サービス事業者」をいう。以下

の29第1項に規定する「介護サービス事業者」をいう。以下

「事業者」という。）を選択し、利用者と事業者とが契約し、
サービスを利用又は提供する制度である。
しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとす
る介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等
な関係を構築することが困難な場合がある。利用者が適切なサ
ービスを利用できない場合、その心身の機能が低下するおそれ
などが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する
情報を適切に提供する環境整備が望まれる。

「事業者」という。）を選択し、利用者と事業者とが契約し、
サービスを利用又は提供する制度である。
しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとす

また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内
容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、
より良い事業者が適切に選択されることが望まれることから、
各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望まれる。
介護保険制度は、このように、利用者本位による利用者のニ
ーズにあったより適切な事業者選択を通じたサービスの質の向
上が図られることを基本理念とする制度である。
〜以下略〜

る介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等
な関係を構築することが困難な場合がある。利用者が適切なサ
ービスを利用できない場合、その心身の機能が低下するおそれ
などが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する
情報を適切に提供する環境整備が望まれる。
また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内
容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、
より良い事業者が適切に選択されることが望まれることから、
各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望まれる。
介護保険制度は、このように、利用者本位による適切な事業
者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念
とする制度である。

〜以下略〜
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E

II

実施体制の整備
1 指定情報公表センター
（1）〜（2）

実施体制の整備

1

指定情報公表センター

（1）〜（2）

（略）

（略）

（3）事業運営の透明性の確保
「介護サービス情報の公表」制度の事業運営に当たって
は、介護事業者からの手数料を充てていることにかんがみ
、事業運営の透明性を確保するとともに、介護事業者、利
用者等関係者のr介護サービス情報の公表」制度に対する
理解を深めていただく観点から、その運営状況等について
は、各都道府県のホームページ等を活用して、積極的に毎
年度公表を行うことが望ましい。

2

2

指定調査機関

（1）〜（2）

指定調査機関

（1）〜（2）

（略）

（略）

（3）事業運営の透明性の確保
1一〇i

r介護サービス情報の公表」制度の事業運営に当たって
は、介護事業者からの手数料を充てていることにかんがみ
、事業運営の透明性を確保するとともに、介護事業者、利
用者等関係者の「介護サービス情報の公表」制度に対する
理解を深めていただく観点から、その運営状況等について
は、各都道府県のホームページ等を活用して、積極的に毎
年度公表を行うことが望ましい。

3 調査員
（1）調査員の確保
都道府県は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所
数、都道府県自らの調査実施体制、介護サービスの種類ご
との指定調査機関数や所属調査員数等を踏まえ、必要な調
査員数を適切に見込み、必要数を計画的に養成し確保する
必要がある。

3 調査員
（1）調査員の確保
都道府県は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所
数、都道府県自らの調査実施体制、介護サービスの種類ご
との指定調査機関数や所属調査員数等を踏まえ、必要な調
査員数を適切に見込み、必要数を計画的に養成し確保する
必要がある。

調査員は、政令第37条の7第1項に規定されるとおり
、都道府県知事又はその指定する者が省令第140条の4

調査員は、政令第37条の7第1項に規定されるとおり
、都道府県知事又はその指定する者が省令第140条の4

1の規定に基づいて行う研修（以下「調査員養成研修」と

1の規定に基づいて行う研修（以下「調査員養成研修」と
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いう。）の課程を修了し、都道府県知事が作成する調査員
名簿に登録される必要がある。当該名簿には、調査員養成
研修修了者の氏名、住所及び調査員養成研修の受講の開始
年月日及び修了年月日を記載するものとする。また、当該
登録は、1つの介護サービスの種類に係る研修の課程を修
了することをもって行うものとし、他の介護サービスの種
類ごとの研修の課程を修了するごとに、当該登録内容の追

いう。）の課程を修了し、都道府県知事が作成する調査員
名簿に登録される必要がある。当該名簿には、調査員養成
研修修了者の氏名、住所及び調査員養成研修の受講の開始
年月日及び修了年月日を記載するものとする。また、当該
登録は、1つの介護サービスの種類に係る研修の課程を修
了することをもって行うものとし、他の介護サービスの種
類ごとの研修の課程を修了するごとに、当該登録内容の追

加変更を行うものとする。

加変更を行うものとする。

なお、介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修に
おいて、調査員養成研修を修了した介護サービスが属する
次の区分に属する他の介護サービスについても、調査員養
成研修のすべての課程を修了したものとみなすことができ
ることに留意する。

また、調査員は、法第115条の29第2項の規定に基
づいて都道府県知事が行う調査の場合は都道府県の職員で
ミー

あり、法第115条の31第1項の規定に基づいて指定調
査機関が行う調査の場合は、指定調査機関の職員となり、
個人が調査事務を行うことは想定していない。
〈区

分〉

1 訪問介護＋介護予防訪問介護
2 訪問入浴介護＋介護予防訪問入浴介護
3 訪問看護＋介護予防訪問看護
4 訪問リハビリテーション＋介護予防訪問リハ
ビリテーション

5

福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防
福祉用具貸与＋特定介護予防福祉用具販売
6 通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防
通所介護＋介護予防認知症対応型通所介護
7 通所リハビリテーション＋介護予防通所リハ
ビリテーション

8

特定施設入居者生活介護＋地域密着型特定施
設入居者生活介護＋介護予防特定施設入居者生
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なお、調査員は、法第115条の29第2項の規定に基
づいて都道府県知事が行う調査の場合は都道府県の職員で

あり、法第115条の31第1項の規定に基づいて指定調
査機関が行う調査の場合は、指定調査機関の職員となり、
個人が調査事務を行うことは想定していない。

活介護

9

介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護
予防短期入所生活介護＋地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護
10 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護
老人保健施設）＋介護予防短期入所療養介護（
介護老人保健施設）

11 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介
護療養型医療施設）＋介護予防短期入所療養介
（2）

皿

（略）

（2）

介護サービス情報の公表制度の実施方法等
1 情報の公表を行う介護サービスの種類

皿
1

（略）

介護サービス情報の公表制度の実施方法等
情報の公表を行う介護サービスの種類

Hoo

情報の公表を行う介護サービスは、省令第140条の29

情報の公表を行う介護サービスは、省令第140条の29

に規定される訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ
ビリテーション、通所介護（指定療養通所介護を除く。）、
通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養
介護、特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム及び適合高
齢者専用賃貸住宅に係るもの並びに外部サービス利用型指定
特定施設入居者生活介護を除く。）、福祉用具貸与、特定福
祉用具販売、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入
居者生活介護（養護老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅
に係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健
施設サービス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施設
の入院患者の定員が8人以下である病院又は診療所に係るも
のを除く。）、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護
予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防
短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特
定施設入居者生活介護（養護老人ホーム及び適合高齢者専用

に規定される訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ
ビリテーション、通所介護（指定療養通所介護を除く。）、
通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護（養護老
人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るもの並びに外部
サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）、福
祉用具貸与、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保
健施設サービス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施
設の入院患者の定員が8人以下である病院又は診療所に係る
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ものを除く。）である。

賃貸住宅に係るもの並びに外部サービス利用型指定介護予防
特定施設入居者生活介護を除く。）、介護予防福祉用具貸与
、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防認知症対応型通所
介護である。

なお、次の各区分において、二つ以上の介護サービスを一
体的に運営している場合には、各区分における介護サービス
の公表内容の多くが共通であることから、介護サービス事業
所、指定情報公表センター及び指定調査機関の事務負担等に
配慮し、一体的に報告及び調査を実施するものとする。
また、この通知において、各区分において平成19年度ま
でに情報の公表の対象となっている各指定居宅サービス、指
定居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サー
ビス又は介護療養施設サービスを「主たるサービス」という。

一一〇1

〈一体的な報告・調査を行うサービス区分（調査票様式）〉
1 訪問介護＋介護予防訪問介護
2 訪問入浴介護＋介護予 訪問入浴介護
3 訪問看護＋介護予防訪問看護
4 訪問リハビリテーション＋介護予防訪問リハビリテーシ
ョン

5 福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具貸
与＋特定介護予防福祉用具販売
6 通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防通所介護＋
介護予防認知症対応型通所介護
7 通所リハビリテーション＋介護予防通所リハビリテーシ
ョン

8 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋地域密着
型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋介護予防特
定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

9 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋地域密着
型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋介護予防特
定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）
10 介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入
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所生活介護＋地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
11 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施
設）＋介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）
1 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医
療施設）＋介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設
≧

2

（略）

2

3 報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事
務に関する計画の策定
（1）〜（3）

（略）

3 報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事
務に関する計画の策定

（略）

（1）〜（3）

（略）

（4）計画の内容
ア〜イ（略）
報告の対象となる事業者
ウ

一NO−

（4）計画の内容
ア〜イ（略）
ウ 報告の対象となる事業者

法第115条の29第1項に規定されるとおり、新た

法第115条の29第1項に規定されるとおり、新た

に介護サービスの提供を開始しようとする事業者につい
ては、介護サービスの提供を開始しようとするときに報
告の対象となるとともに、同法同条同項並びに省令第1

に介護サービスの提供を開始しようとする事業者につい
ては、介護サービスの提供を開始しようとするときに報
告の対象となるとともに、同法同条同項並びに省令第1

40条の30第1号に規定されるとおり、計画の基準日

40条の30第1号に規定されるとおり、計画の基準日

前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が
100万円を超える事業者が報告の対象となるものであ

前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が
100万円を超える事業者が報告の対象となるものであ

る。

る。

なお、計画の基準日前の一年間において、事業者が皿
の1に定める各区分内において、二つ以上のサービスを
一体的に運営している場合には、各区分のいずれのサー
ビスについても介護報酬の支払いを受けた金額が100

なお、当該介護報酬支払額の把握に当たっては、介護
サービス事業者ごとに、次のような情報を把握して実施
することが適当と考えられるので、各都道府県国民健康
保険団体連合会と連携するなどにより、適切に実施され

万円を超えない場合を除き、報告の対象となる。
また、当該介護報酬支払額の把握に当たっては、介護
サービス事業者ごとに、次のような情報を把握して実施
することが適当と考えられるので、各都道府県国民健康
保険団体連合会と連携するなどにより、適切に実施され

たい。
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たい。

ただし、特定福祉用具販売及ぴ特定介護予防福祉用具
販売については、基本的に各都道府県国民健康保険団体
連合会において支払い実績額を把握していないことから
、その把握については、都道府県の実情等に応じて適切
に実施されたい。

①介護サービスの種類
介護保険事業所を運営する法人等の名称
介護保険事業所番号
介護サービス事業所の名称
介護サービス事業所の所在地
介護サービス事業所の電話番号
介護報酬支払額

②③④⑤⑥コ
〜
工

③④⑤⑥⑦コ
〜
工

2

①介護サービスの種類
介護保険事業所番号
介護サービス事業所の名称
介護サービス事業所の所在地
介護サービス事業所の電話番号
介護報酬支払額。

（略）
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（4）〜（6）

4

（略）

（略）

（4）〜（6）

事業者による報告

（1）〜（2）

4

（略）

事業者による報告

（1）〜（2）

（3）報告の内容

（略）

（略）

（3）報告の内容

計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを
受けた金額が100万円を超える事業者については、省令

計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを
受けた金額が100万円を超える事業者については、省令

第140条の31の規定及び本通知に基づき、別添1基本

第140条の31の規定及び本通知に基づき、別添1基本

情報及び別添2調査情報を報告することとなる。
これら基本情報及び調査情報は、原則として、各介護サ
ービス毎に報告するものであるが、皿の1に定める各区分
内において一体的に運営されているサービスの調査情報に
ついては、同一の事業者による取組であり、基本的に全て
のサービスについて共通しているという考え方を前提とし
て、原則主たるサービスについて報告を行い、その他のサ
ービスについては、主たるサービスの報告をもって報告を
行ったものとみなす。

またな嘉、新たに介護サービスの提供を開始しようとす
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情報及び別添2調査情報を報告することとなる。
なお、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事
業者については、別添1基本情報を報告することとなる。
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