
体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1 特別地域加算 添付書類なし

2
中山間地域等における小規模事
業所加算（地域に関する状況）

添付書類なし

3
中山間地域等における小規模事
業所加算（規模に関する状況）

□　前年度（３月を除く）又は直近の３か月（前年度
　の実績が６か月に満たない事業所等の場合）の１月
　あたりの平均実利用者数が確認できる資料

4
緊急時訪問看護加算
（一体型事業所）

5
特別管理体制
（一体型事業所）

6
ターミナルケア体制
（一体型事業所）

7 総合マネジメント体制強化加算 添付書類なし

8 認知症専門ケア加算

【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
□　届出日の属する月の前３か月の各月末時点の日常
　生活日常自立度ランクⅢ以上の入所者の割合が確認
　できる資料
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　認知症介護に係る専門的な研修の終了証の写し
□　従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝
　達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催してい
　ることが確認できる書類

【加算Ⅱのみ】
□　従事者ごとの認知症ケアに関する個別計画及び研
　修の実施が確認できる書類又は研修計画
□　認知症介護の指導に係る専門的な研修の終了証の
　写し

9 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介
　護予防）訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問
　介護看護、夜間対応型訪問介護）（別紙12）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　従業者ごとの研修計画
□　会議の定期的（月１回以上）な開催を確認できる
　資料（開催計画，議事録等）
□　全ての従業者に対する健康診断の定期的な実施が
　確認できる書類
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士等の資格証の写し（Ⅲの常勤職員数又
は
　勤続年数の要件による場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

10
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

11 LIFEへの登録 添付書類なし

12 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙5-2）

□　緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナル
　ケア体制に係る届出書（別紙８）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　看護師等の資格証の写し
□　24時間連絡体制を確保していることが確認できる
　書類



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

夜間対応型訪問介護

1 24時間通報対応加算

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　連携体制をとっている訪問看護事業所との契約書
　の写し
□　オペレーションセンターの記録書の様式

2 特別地域加算 添付書類なし

3
中山間地域等における小規模事
業所加算（地域に関する状況）

添付書類なし

4 認知症専門ケア加算

【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
□　届出日の属する月の前３か月の各月末時点の日常
　生活日常自立度ランクⅢ以上の入所者の割合が確認
　できる資料
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　認知症介護に係る専門的な研修の終了証の写し
□　従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝
　達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催してい
　ることが確認できる書類

【加算Ⅱのみ】
□　従事者ごとの認知症ケアに関する個別計画及び研
　修の実施が確認できる書類又は研修計画
□　認知症介護の指導に係る専門的な研修の終了証の
　写し

5 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介
　護予防）訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問
　介護看護、夜間対応型訪問介護）（別紙12）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　訪問介護員等ごとの研修計画
□　会議の定期的（月１回以上）な開催を確認できる
　資料（開催計画，議事録等）
□　全ての訪問介護員等に対する健康診断の定期的な
　実施が確認できる書類
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士等の資格証の写し（Ⅲの勤続年数要件
に
　よる場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

6
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

7 LIFEへの登録 添付書類なし

8 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙5-2）



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

地域密着型通所介護（指定療養通所介護）

1 施設等の区分 □　事業所規模の算出根拠を示す書類

2 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

3
感染症又は災害の発生を理由と
する利用者数の減少が一定以上
生じている場合の対応

□　感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の
　介護報酬による評価　届出様式

4 時間延長サービス体制 添付書類なし

5
共生型サービスの提供
（生活介護，自立訓練，児童発達
支援，放課後等デイサービス）

別途，共生型サービス事業所としての指定を受けてい
ることが必要

6
生活相談員配置等加算
（共生型サービス）

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　生活相談員の資格証の写し
□　地域に貢献する活動を実施していることがわかる
　資料

7 入浴介助加算 □　平面図

8 中重度者ケア体制加算

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　資格証の写し
□　前年度（３月を除く）又は算定日が属する月の
　前３か月の利用者の総数のうち，要介護３，４又は
５
　である者の占める割合を確認できる資料

9 生活機能向上連携加算 添付書類なし

10 個別機能訓練加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　機能訓練指導員の資格証

11 ADL維持加算〔申出〕 添付書類なし

12 ADL維持加算Ⅲ

□　ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（（地域密着型）
　通所介護事業所）（別紙19）
□　届出書（別紙19）に示す要件を満たすことの
　根拠となる資料

13 認知症加算

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　資格証の写し
□　前年度（３月を除く）又は算定日がが属する月の
　前３か月の利用者の総数のうち，日常生活自立度の
　ランクⅢ，Ⅳ又はＭに該当する認知症の者の占める
　割合を確認できる資料※要支援者除く
□　認知症介護指導者研修，認知症介護実践リーダー
　研修又は認知症介護実践者研修の修了証の写し

14 若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

15 栄養アセスメント・栄養改善体制
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　管理栄養士の資格証

16 口腔機能向上加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員の資格証



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

17 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

18 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（通所
　介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域
　密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介
　護）（別紙12-３）（地域密着型通所介護の場合）
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（（
　介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテ
　ーション、療養通所介護）（別紙12-２）（療養通
　所介護の場合）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの勤続年数要件に
　よる場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

19
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

20 LIFEへの登録 添付書類なし

21 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙５）



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

（介護予防）認知症対応型通所介護

1 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

2
感染症又は災害の発生を理由と
する利用者数の減少が一定以上
生じている場合の対応

□　感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の
　介護報酬による評価　届出様式

3 時間延長サービス体制 □　添付書類なし

4 入浴介助加算 □　平面図

5 生活機能向上連携加算 添付書類なし

6 個別機能訓練加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　機能訓練指導員の資格証

7 ADL維持加算〔申出〕 添付書類なし

8 若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

9 栄養アセスメント・栄養改善体制
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　管理栄養士の資格証

10 口腔機能向上加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員の資格証

11 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

12 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（通所
　介護、（介護予防）通所リハビリテーション、地域
　密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介
　護）（別紙12-３）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの勤続年数要件に
　よる場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証する資料

13
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

14 LIFEへの登録 添付書類なし

15 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙5-2）



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

1 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

2 特別地域加算 添付書類なし

3
中山間地域等における小規模事
業所加算（地域に関する状況）

添付書類なし

4 若年性認知症入所者受入加算 添付書類なし

5 口腔機能向上加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員の資格証

6 看護職員配置加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　看護師の資格証の写し

7 看取り連携体制加算

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　看護師の資格証の写し
□　24時間連絡体制を確保していることが確認できる
　書類（病院等との連携により体制を確保している場
　合には契約書等の写し）
□　看取りに係る指針

8 訪問体制強化加算

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　算定日の属する月における利用者に対する延べ訪
　問回数を確認できる資料
（介護予防及び同一建物利用者に対するものを除く）
□　各月の前月の末日時点において，登録者数のうち
　同一建物以外の利用者の占める割合を確認できる資
　料

9 総合マネジメント体制強化加算 添付書類なし

10 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

11 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（(介
　護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規
　模多機能型居宅介護）（別紙12-５）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　従業者ごとの研修計画
□　会議の定期的（月１回以上）な開催を確認できる
　資料（開催計画，議事録等）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの常勤職員数又は
　勤続年数要件による場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

12
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

13 LIFEへの登録 添付書類なし

14 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙5-2）

（介護予防）小規模多機能型居宅介護



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

1 夜間勤務条件基準 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

2 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

3 身体拘束廃止取組の有無

□　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
　員会の開催記録
□　身体的拘束等の適正化のための指針
□　身体的拘束等の適正化のための職員研修を定期的
　に実施していることの確認できる資料

4
３ユニットの事業所が夜勤職員
を２人以上とする場合

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　安全対策（マニュアルの策定，訓練の実施）を
とっていることが確認できる書類

5 夜間支援体制加算 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

6 若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

7 利用者の入院期間中の体制 添付資料なし

8 看取り介護加算
□　看取りに関する指針
□　看取りに関する職員研修の実施記録又は実施計画
　表

9 医療連携体制加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　看護師の資格証の写し
　　　　　　又は
　　病院，診療所又は訪問看護ステーションとの契約
　書の写し
□　24時間連絡できる体制を確認できる書類
□　重度化した場合の対応に係る指針

【加算Ⅱ・Ⅲのみ】
□　喀痰吸引又は経腸栄養が実施されている入居者数
　が確認できる資料

10 認知症専門ケア加算

【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
□　届出日の属する月の前３か月の各月末時点の日常
　生活日常自立度ランクⅢ以上の入所者の割合が確認
　できる資料
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　認知症介護に係る専門的な研修の終了証の写し
□　施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事
　項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
　していることが確認できる書類

【加算Ⅱのみ】
□　施設における介護職員，看護職員ごとの認知症ケ
　アに関する個別計画及び研修の実施が確認できる書
　類又は研修計画

（介護予防）認知症対応型共同生活介護



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

11 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

12 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介
　護予防）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）認知症対応型共
　同生活介護）（別紙12-６）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの常勤職員数又は
　勤続年数要件による場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

13
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

14 LIFEへの登録 添付書類なし

15 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙5-2）



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

地域密着型特定施設入居者生活介護

1 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

2 身体拘束廃止取組の有無

□　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
　員会の開催記録
□　身体的拘束等の適正化のための指針
□　身体的拘束等の適正化のための職員研修を定期的
　に実施していることの確認できる資料

3 入居継続支援加算

□　入居継続支援加算に関する届出（別紙20）
□　前３月間の従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表
　（別紙７）
□　介護福祉士の資格証の写し
□　前３月間のたんの吸引等の必要な利用者の占める
　割合が確認できる資料

4
テクノロジーの導入
（入居継続支援加算関係）

□　テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関
　する届出書（別紙20-２）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　介護福祉士の資格証の写し
□　前３月間のたんの吸引等の必要な利用者の占める
　割合が確認できる資料
□　導入機器の仕様，数量，導入日が確認できる資料
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
　の議事概要

5 生活機能向上連携加算 添付書類なし

6 個別機能訓練加算
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　機能訓練指導員の資格証の写し

7 ADL維持加算〔申出〕 添付書類なし

8 夜間看護体制

□　夜間看護体制に係る届出書（別紙９）
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　看護師の資格証の写し
□　24時間連絡できる体制及び健康上の管理等を行う
　体制を確保していることが確認できる書類
□　重度化した場合における対応に係る指針

9 若年性認知症入居者受入加算 添付書類なし

11 看取り介護加算

□　看取り介護体制に係る届出書（別紙９－５）
□　看取りに関する指針
□　看取りに関する職員研修の実施記録又は実施計
　画表



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

12 認知症専門ケア加算

【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
□　届出日の属する月の前３か月の各月末時点の日常
　生活日常自立度ランクⅢ以上の入所者の割合が確認
　できる資料
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　認知症介護に係る専門的な研修の終了証の写し
□　施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事
　項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
　していることが確認できる書類

【加算Ⅱのみ】
□　施設における介護職員，看護職員ごとの認知症ケ
　アに関する個別計画及び研修の実施が確認できる書
　類又は研修計画

10 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

13 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介
　護予防）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）認知症対応型共
　同生活介護）（別紙12-６）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの常勤職員数又は
　勤続年数の要件による場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

14
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

15 LIFEへの登録 添付書類なし

16 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
　引に係る割引率の設定について（別紙５）
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届出項目 添付書類 備考

地域密着型介護老人福祉施設

1 夜間勤務条件基準 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

2 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

3 安全管理体制

□　事故発生防止のための指針
□　事故発生防止のための委員会の設置，従業者に対
　する定期的な研修の実施，専任の担当者の配置が確
　認できる書類

4
栄養ケア・マネジメントの実施
の有無

□　栄養マネジメントに関する届出書（別紙11）
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　栄養マネジメントに関わる者の資格証の写し

5 ユニットケア体制
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　ユニットリーダー研修の修了証の写し

6 身体拘束廃止取組の有無

□　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
　員会の開催記録
□　身体的拘束等の適正化のための指針
□　身体的拘束等の適正化のための職員研修を定期的
　に実施していることの確認できる資料

7 日常生活継続支援加算

□　日常生活継続支援加算に関する届出書（介護老人
　福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設）（別紙
　16）
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
　※届出日の属する月の前３か月分
□　介護福祉士の資格証の写し
□　算定日の属する月の前６か月又は12か月の入所日
　時点の入所者の要介護度，日常生活自立度の割合が
　確認できる資料
□　届出日の属する月の前３か月の末日時点の入所者
　の喀痰吸引の必要がある入所者の割合が確認できる
　資料

8
テクノロジーの導入
（日常生活継続支援加算関係）

□　テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算
　に関する届出書（別紙16-２）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※届出日の属する月の前３か月分
□　介護福祉士の資格証の写し
□　算定日の属する月の前６か月又は12か月の入所日
　時点の入所者の要介護度，日常生活自立度の割合が
　確認できる資料
□　届出日の属する月の前３か月の末日時点の入所者
　の喀痰吸引の必要がある入所者の割合が確認できる
　資料
□　導入機器の仕様，数量，導入日が確認できる資料
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
　の議事概要

9 看護体制加算

□　看護体制加算に係る届出書（別紙9-3）
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　看護職員の資格証の写し
□　24時間連絡体制を確保していることが確認できる
　書類（病院等との連携により体制を確保している場
　合には契約書等の写し）
□　利用者数の算出根拠を示す書類
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届出項目 添付書類 備考

10 夜勤職員配置加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ共通】
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

【加算Ⅲ・Ⅳのみ】
□　看護職員資格証の写し又は登録喀痰吸引等事業者
　（登録特定事業者）であることを証明する書類（県
　の登録通知等）の写し

11
テクノロジーの導入
（夜勤職員配置加算関係）

□　テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係
　る届出書（別紙22）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　導入機器の仕様，数量，導入日が確認できる資料
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
　の議事概要

12 準ユニットケア体制
□　平面図
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　ユニットリーダー研修の修了証の写し

13 生活機能向上連携加算 添付書類なし

14 個別機能訓練加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　機能訓練指導員の資格証の写し

15 ADL維持加算〔申出〕 添付書類なし

16 若年性認知症入所者受入加算 添付書類なし

17 常勤専従医師配置
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　医師の資格証の写し

18 精神科医師定期的療養指導
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　医師の資格証の写し

19 障害者生活支援体制
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　障害者生活支援員の資格証等の写し

20 栄養マネジメント強化体制
□　栄養マネジメントに関する届出書（別紙11）
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　栄養マネジメントに関わる者の資格証の写し

21 療養食加算
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

22 配置医師緊急時対応加算

□　配置医師緊急時対応加算に係る届出書（別紙21）
□　配置医師資格証の写し
□　入所者に対する注意事項や病状等の情報共有並び
　に、曜日や時間帯ごとの配置医師又は協力医療機関
　との連絡方法や診察を依頼するタイミング等につい
　て、配置医師又は協力医療機関と施設の間で具体的
　な取り決めがなされていることが確認できる資料
□　複数名の配置医師を置いている、若しくは配置医
　と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ
　て24時間対応できる体制を確保していることが確認
　できる資料
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届出項目 添付書類 備考

23 看取り介護体制

□　看取り介護体制に係る届出書（別紙９－４）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　看護師の資格証の写し
□　看取りに関する指針
□　看取りに関する職員研修の実施記録又は実施計
　画表
□　24時間連絡体制を確保していることが確認できる
　書類（病院等との連携により体制を確保している場
　合には契約書等の写し）

24 在宅・入所相互利用体制 添付書類なし

25 小規模拠点集合体制 添付書類なし

26 認知症専門ケア加算

【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
□　届出日の属する月の前３か月の各月末時点の日常
　生活日常自立度ランクⅢ以上の入所者の割合が確認
　できる資料
□　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）
□　認知症介護に係る専門的な研修の終了証の写し
□　施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事
　項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
　していることが確認できる書類

【加算Ⅱのみ】
□　施設における介護職員，看護職員ごとの認知症ケ
　アに関する個別計画及び研修の実施が確認できる書
　類又は研修計画

27 褥瘡マネジメント加算
□　褥瘡マネジメントに関する届出書（別紙23）
□　褥瘡マネジメントに関わる者の資格者証の写し

28 排せつ支援加算 添付書類なし

29 自立支援促進加算 添付書類なし

30 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

31 安全対策体制

□　専任の担当者が外部研修を受講したことがわかる
　書類
□　施設内に安全管理対策部門が設置されていること
　がわかる書類
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届出項目 添付書類 備考

32 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介
　護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所
　療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人
　福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施
設、
　介護医療院）（別紙12-４）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの常勤職員数又は
　勤続年数の要件による場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

33
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

34 LIFEへの登録 添付書類なし

35 割引
□　指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割
引に係る割引率の設定について（別紙５）



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

1 職員の欠員による減算の状況 □　従業者の勤務形態及び勤務体制一覧表（別紙７）

2 訪問看護体制減算

□　看護体制及びサテライト体制に係る届出書（看護
　小規模多機能型居宅介護事業所）（別紙８-３）
□　算定日が属する月の前３か月において実利用者の
　総数のうち主治医の指示に基づく看護サービスを提
　供した実利用者の割合を確認できる資料
□　算定日が属する月の前３か月において実利用者の
　総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した実利用者
　の数の割合を確認できる資料
□　算定日が属する月の前３か月において実利用者の
　総数のうち特別管理体制加算を算定した実利用者の
　数の割合を確認できる資料

3 サテライト体制
□　看護体制及びサテライト体制に係る届出書（看護
　小規模多機能型居宅介護事業所）（別紙８-３）

4 特別地域加算 添付書類なし

5
中山間地域等における小規模事
業所加算（地域に関する状況）

添付書類なし

6 若年性認知症入所者受入加算 添付書類なし

7 栄養アセスメント・栄養改善体制
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　管理栄養士の資格証

8 口腔機能向上加算
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員の資格証

9 緊急時訪問看護加算

10 特別管理体制

11 ターミナルケア加算

□　緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナル
　ケア体制に係る届出書（別紙８）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　看護師等の資格証の写し
□　24時間連絡体制を確保していることが確認できる
　書類

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）



体制届添付書類一覧表（地域密着型サービス） R3.4.1

届出項目 添付書類 備考

12 看護体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ共通】
□　看護体制及びサテライト体制に係る届出書（看護
　小規模多機能型居宅介護事業所）（別紙８-３）
□　算定日が属する月の前３か月において実利用者の
　総数のうち主治医の指示に基づく看護サービスを提
　供した実利用者の割合を確認できる資料
□　算定日が属する月の前３か月において実利用者の
　総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した実利用者
　の数の割合を確認できる資料
□　算定日が属する月の前３か月において実利用者の
　総数のうち特別管理体制加算を算定した実利用者の
　数の割合を確認できる資料

【加算Ⅰのみ】
□　算定日が属する月の前12か月ターミナルケア加算
　を算定した人数を確認できる資料
□　登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者で
　あることを証明する書類（県の登録通知等）の写し

13 訪問体制強化加算

□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
□　算定日の属する月における利用者に対する延べ訪
　問回数を確認できる資料
□　各月の前月の末日時点において，登録者数のうち
　同一建物以外の利用者の占める割合を確認できる資
　料

14 総合マネジメント体制強化加算 添付書類なし

15 褥瘡マネジメント加算
□　褥瘡マネジメントに関する届出書（別紙23）
□　褥瘡マネジメントに関わる者の資格者証の写し

16 排せつ支援加算 添付書類なし

17 科学的介護推進体制加算 添付書類なし

18 サービス提供体制強化加算

【加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ共通】
□　サービス提供体制強化加算に関する届出書（(介
　護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規
　模多機能型居宅介護）（別紙12-５）
□　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※前年度の２月分（前年度の実績が６か月に満たな
　い事業所については，届出日の属する月の前３か月
　分）
□　従業者ごとの研修計画
□　会議の定期的（月１回以上）な開催を確認できる
　資料（開催計画，議事録等）
□　前年度（３月を除く）の職員の割合が確認できる
　資料（前年度の実績が６か月に満たない事業所につ
　いては，届出日の属する月の前３か月の割合）
□　介護福祉士の資格証の写し（Ⅲの常勤職員数又は
　勤続年数要件による場合は不要）

【加算Ⅰ・Ⅲ（勤続年数要件による場合）共通】
□　勤続年数を証明する書類

19
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

市ホームページ掲載のとおり

20 LIFEへの登録 添付書類なし


