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出雲市高齢者福祉課 

 

 この要領は、出雲市内の指定（看護）小規模多機能型居宅介護事業所における独自報酬(加

算)について、算定に関する取扱いを定める。 

 

1．共通事項 

(1)この要領に定める独自報酬(加算)は、出雲市内の指定（看護）小規模多機能型居宅介護事

業所(以下「事業所」という。)に登録し、要介護認定を受けている出雲市の被保険者について独

自報酬(加算)の算定要件を満たした場合に算定することができる。(要支援認定者は算定できな

い。) 

 

(2)独自報酬(加算)を申請するときは、あらかじめ 「出雲市指定地域密着型サービスに係る独

自報酬の算定に関する届出書」(様式第 1 号)及び各加算において定める必要書類(別紙 1)を

出雲市長に提出すること。 

なお、事業者からの独自報酬(加算)の届出日と算定開始月は次のとおりとする。 

  ①毎月 15日以前に届出→届出月の翌月から算定開始 

  ②毎月 16日以後に届出→届出月の翌々月から算定開始 

 

(3)事業所の体制等が独自報酬(加算)の要件に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかに

なった)ときには、速やかに「出雲市指定地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する

届出書」(様式第 1号)出雲市長に提出すること。 

 

(4)事業所において、「登録者数が登録定員を超える場合(定員超過)」又は「従業員の員数が基

準に満たない場合(人員基準欠如)」が発生し、所定の単位数から減算が行われる期間につい

ては、独自報酬(加算)は算定できない。 

 

(5)この要領の適用期間は令和 3年度から令和 5年度までとし、その後見直すこととする。 

 

 

2．実績報告 

  各独自報酬(加算)において定める必要書類を、独自報酬(加算)の対象となるサービス提供

月の翌月の 15日までに出雲市長に提出すること。 



3．各加算要件に関する事項 

 

(1)加算Ⅰ 

区分 算定要件 加算単位数 

加算Ⅰ 

 

日中の時間帯において、人員配置基準上必要な介護

従業者の数に、常勤換算方法で 1 を加えた数以上の介

護従業者を配置している場合には、1 月につき 200 単位

を加算する。ただし、訪問体制強化加算を算定している

場合は算定しない。 

200単位/月 

  (体制加算) 

 

①算定についての取扱い 

ア．当該加算要件を満たしている（看護）小規模多機能型居宅介護事業所として、事前に出雲

市長に 「出雲市指定地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」(様式第

1号)により届け出ること。 

イ．当該加算の算定月に、当該加算の要件を満たしていること。 

ウ．介護従業者の定義について 

 介護従業者とは、利用者への介護の提供に当たる従業者のことをいう。 

 他の事業所と兼務する場合、他の事業所での勤務時間は含まない。 

 また、事業所内で他の業務を兼務している場合、兼務の業務の勤務時間は含まない。ただし、

計画作成等、介護を行うに当たって必要な時間は含めることが出来る。請求事務等の時間は

含めない。 

エ．当該加算は、訪問体制強化加算を算定している場合は算定しない。 

オ．月の途中で利用開始又は終了した場合は日割りで算定する。 

 

 

②実績報告 

 「出雲市独自報酬(加算Ⅰ)届出書」(様式第 2 号)を加算の対象となるサービス提供月の翌月

の 15日までに出雲市長に提出すること。 

 

 

(2)加算Ⅱ 

区分 算定要件 加算単位数 

加算Ⅱ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱの要介護利用者

(認知症加算対象者を除く。)を受け入れている場合に

は、当該利用者について、1月につき 200単位を加算す

る。 

200単位/月 

(対象者加算) 

 

 



①算定についての取扱い 

ア．当該加算を算定する（看護）小規模多機能型居宅介護事業所として、事前に出雲市長に

「出雲市指定地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」(様式第 1号)によ

り届け出ること。 

イ．日常生活自立度のランクの決定方法について 

認知症高齢者の日常生活自立度のランクの決定方法については、（看護）小規模多機能

型居宅介護費の認知症加算における認知症高齢者の日常生活自立度のランクの決定方法

と同様とする。ただし、当該（看護）小規模多機能型居宅介護事業所で認知症加算を算定し

ている者については、当該加算は算定しない。 

ウ．当該加算は、原則として、要介護認定のあった日を判定日とし、判定日に属する月から算定

する。 

エ．当該加算要件を満たさなくなった場合には、判定日の属する月の翌月から算定しない。 

オ．月の途中で日常生活自立度のランクが変更となった場合に、認知症加算と同時に算定は

出来ない。 

カ．加算要件を満たしている者が、月の途中で利用開始又は終了となった場合は、日割りで算

定する。 

 

 

②実績報告 

 加算の対象者について、「出雲市独自報酬(加算Ⅱ)対象者届出書」(様式第 3 号)を加算の対

象となるサービス提供月の翌月の 15日までに出雲市長に提出すること。 

 

 

(3)加算Ⅳ 

区分 算定要件 加算単位数 

加算Ⅳ 独居もしくは利用者以外の全世帯員が要介護度３以

上の利用者に対して、サービスの提供を行っている場合

には、当該利用者について、1 月につき 200 単位を加算

する。ただし、当該（看護）小規模多機能型居宅介護事

業所の所在する建物と同一の敷地に居住する利用者に

ついては算定しない。また、当該利用者の宿泊サービス

の利用日数がその月において 15日以上である月につい

ては、算定しない。 

200単位/月 

(対象者加算) 

 

 

①算定についての取扱い 

ア．当該加算を算定する（看護）小規模多機能型居宅介護事業所として、事前に出雲市長に

「出雲市指定地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」(様式第 1号)によ



り届け出ること。 

イ．独居であることの判断について 

利用者から事業所に対し、単身で居住している旨の申立てがあった場合であって、事業所

のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定できるものとする。

なお、事業所のアセスメントの結果については、居宅サービス計画等に記載する。 

また、同一世帯員の全てが要介護度３以上の場合は独居に準ずるものとして算定対象とな

るが、利用者本人の介護度は考慮しない。 

 なお、少なくとも月に 1回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住していることを確認

し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。 

ウ．月の途中で独居となった場合又は独居でなくなった場合について 

  (例．月の途中で独居者が（看護）小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、独居の

（看護）小規模多機能型居宅介護利用者が月の途中で施設入所した場合など) 

基本的にはモニタリング時点での状況で判断する。ただし、月の途中で独居となった月及び

月の途中で独居でなくなった月については、日割りで算定する。 

いずれの場合も、加算を算定する根拠を明確にし、かつ、居宅サービス計画にその記録を

残すこと。 

エ．同一の敷地について 

 当該（看護）小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物(養護老

人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を「同一

の建物」と定義する。具体的には、当該建物の 1 階部分に（看護）小規模多機能型居宅介護事

業所がある場合や、当該建物と渡り廊下で繋がっている場合が該当し、当該加算は算定できな

い。 

また、同一の敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する建築物に居住する場合も

当該加算は算定できない。 

 また、ここでいう「同一の建物」及び「同一の敷地」については、当該建築物及び敷地の管理、

運営法人が当該（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の（看護）小規模多機能型居宅介護

事業者と異なる場合であっても該当する。 

オ．宿泊サービスの利用日数について 

 宿泊サービスの利用日数がその月において 15日以上である月については、算定しない。 

  例 1． 4/1夜 ～ 4/16朝まで宿泊 ・・・ 15日宿泊(算定できない) 

  例 2． 4/1夜 ～ 4/15朝まで宿泊 ・・・ 14日宿泊(算定できる) 

  例 3． 3/31夜 ～ 4/15朝まで宿泊 ・・・ 4月中に 14日宿泊(算定できる) 

 

 

②実績報告 

 加算の対象者について、「出雲市独自報酬(加算Ⅳ)対象者届出書」(様式第 5 号)を加算の対

象となるサービス提供月の翌月の 15日までに出雲市長に提出すること。 



(4)加算Ⅴ 

区分 算定要件 加算単位数 

加算Ⅴ 1 月 60 回以上の訪問サービスを提供する利用者を受

け入れている場合には、当該利用者について、1 月につ

き 200 単位を加算する。ただし、当該（看護）小規模多機

能型居宅介護事業所と同一建物に居住する利用者に対

する訪問サービスは対象としない。 

200単位/月 

(対象者加算) 

 

 

①算定についての取扱い 

ア．当該加算を算定する（看護）小規模多機能型居宅介護事業所として、事前に出雲市長に

「出雲市指定地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」(様式第 1 号)によ

り届け出ること。 

イ．対象となる訪問サービスについて 

訪問サービスとして計上できるのは、サービス提供記録に残すことができるものに限る。 

ウ．月途中の利用開始又は終了について 

月途中で利用を開始又は終了した場合等は、1 日 2 回、1 週に 14 回の訪問サービス提供

を目安として、プランにより算定の可否を判断し、算定できる場合は日割りで算定すること。 

エ．同一建物について 

 当該（看護）小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物(養護

老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を「同

一の建物」と定義する。具体的には、当該建物の 1 階部分に（看護）小規模多機能型居宅介

護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下で繋がっている場合が該当し、当該加算は算定

できない。 

また、同一の敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する建築物に居住する場合

も当該加算は算定できない。 

 また、ここでいう「同一の建物」及び「同一の敷地」については、当該建築物及び敷地の管理、

運営法人が当該（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の（看護）小規模多機能型居宅介

護事業者と異なる場合であっても該当する。 

 

 

②実績報告 

 加算の対象者について、「出雲市独自報酬(加算Ⅴ)対象者届出書」(様式第 6 号)を加算の対

象となるサービス提供月の翌月の 15日までに出雲市長に提出すること。 

 

 

 

 



(5)加算Ⅵ 

区分 算定要件 加算単位数 

加算Ⅵ 継続して登録している利用者であって、適切な（看護）

小規模多機能型居宅介護計画に基づいて提供された 

サービスにより、認定更新等の結果、要介護状態の区分

が軽くなった場合に、その認定期間中において算定す

る。 

200単位/月 

(対象者加算) 

 

 

①算定についての取扱い 

ア．当該加算要件を満たしている（看護）小規模多機能型居宅介護事業所として、事前に出雲

市長に 「出雲市指定地域密着型サービスに係る独自報酬の算定に関する届出書」(様式

第 1号)により届け出ること。 

イ．継続して登録している利用者とは、登録開始日から当該加算が算定可能となる月の月末時

点で、継続して 6か月以上登録している者をいう。 

ウ．認定更新等の結果とは、要介護状態区分の変更の認定の結果をいう。 

エ．当該加算の算定期間は、認定更新等の結果、新しい有効期間開始日に属する月から算定

できるものとする。 

オ．月途中に算定要件を満たせば 200 単位で算定し、月途中に算定要件を満たさなくなれば

その月は算定しない。 

    

 

②実績報告 

  「出雲市独自報酬(加算Ⅵ)届出書」(様式第 7号)を加算の対象となるサービス提供月の翌月

の 15日までに出雲市長に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(別紙1)

区分 算定要件
単位数

(１月につき)
必要な届出書類

加算Ⅰ

　日中の時間帯において、人員配置基準上
必要な介護従業者の数に、常勤換算方法で
１を加えた数以上の介護従業者を配置してい
る。ただし、訪問体制強化加算を算定してい
る場合は算定しない。

200単位

・出雲市指定地域密着型サービスに係る
独自報酬の算定に関する届出書
(様式第1号)

・勤務形態一覧表(届出時の前月分)

加算Ⅱ
　認知症高齢者等の日常生活自立度Ⅱの要
介護利用者(認知症加算対象者を除く。)を受
け入れている。

200単位
・出雲市指定地域密着型サービスに係る
独自報酬の算定に関する届出書
(様式第1号)

加算Ⅳ

　独居もしくは利用者以外の全世帯員が要介
護度3以上の利用者に対して、サービスの提
供を行っている。ただし、当該（看護）小規模
多機能型居宅介護事業所の所在する建物と
同一の敷地に居住する利用者については算
定しない。また、当該利用者の宿泊サービス
の利用日数がその月において15日以上であ
る月については、算定しない。

200単位
・出雲市指定地域密着型サービスに係る
独自報酬の算定に関する届出書
(様式第1号)

加算Ⅴ

　１月60回以上の訪問サービスを提供する利
用者を受け入れている。ただし、当該（看護）
小規模多機能型居宅介護事業所の所在す
る建物と同一建物に居住する利用者に対す
る訪問サービスは対象としない。

200単位
・出雲市指定地域密着型サービスに係る
独自報酬の算定に関する届出書
(様式第1号)

加算Ⅵ

継続して登録している利用者であって、適切
な（看護）小規模多機能型居宅介護計画に
基づいて提供されたサービスにより、認定更
新等の結果、要介護状態の区分が軽くなっ
た場合に、その認定期間中において算定す
る。

200単位
・出雲市指定地域密着型サービスに係る
独自報酬の算定に関する届出書
(様式第1号)

　◆算定開始月について

①毎月15日以前に届出　→　届出月の翌月から算定開始

②毎月16日以後に届出　→　届出月の翌々月から算定開始

算定開始時届出書類一覧表



 
 

(別紙2)

区分 算定要件
単位数

(１月につき)
必要な届出書類

加算Ⅰ

　日中の時間帯において、人員配置基準上
必要な介護従業者の数に、常勤換算方法で
１を加えた数以上の介護従業者を配置してい
る。ただし、訪問体制強化加算を算定してい
る場合は算定しない。

200単位

・出雲市独自報酬(加算Ⅰ)報告書
　(様式第2号)

・勤務形態一覧表
　(加算の対象となるサービス提供月分)

加算Ⅱ
　認知症高齢者等の日常生活自立度Ⅱの要
介護利用者(認知症加算対象者を除く。)を受
け入れている。

200単位
・出雲市独自報酬(加算Ⅱ)報告書
　(様式第3号)

加算Ⅳ

　独居もしくは利用者以外の全世帯員が要介
護度3以上の利用者に対して、サービスの提
供を行っている。ただし、当該（看護）小規模
多機能型居宅介護事業所の所在する建物と
同一の敷地に居住する利用者については算
定しない。また、当該利用者の宿泊サービス
の利用日数がその月において15日以上であ
る月については、算定しない。

200単位
・出雲市独自報酬(加算Ⅳ)報告書
　(様式第5号)

加算Ⅴ

　１月60回以上の訪問サービスを提供する利
用者を受け入れている。ただし、当該（看護）
小規模多機能型居宅介護事業所の所在す
る建物と同一建物に居住する利用者に対す
る訪問サービスは対象としない。

200単位
・出雲市独自報酬(加算Ⅴ)報告書
　(様式第6号)

加算Ⅵ

継続して登録している利用者であって、適切
な（看護）小規模多機能型居宅介護計画に
基づいて提供されたサービスにより、認定更
新等の結果、要介護状態の区分が軽くなっ
た場合に、その認定期間中において算定す
る。

200単位
・出雲市独自報酬(加算Ⅵ)報告書
　(様式第7号)

　◆報告書の提出時期

加算の対象となるサービス提供月の翌月の15日までに提出

実績報告書類一覧表


