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近江八幡市地域密着型介護サービス事業所整備指針 

 

 

１ 基本指針 

１ 整備の目標 

近江八幡市総合介護計画及び近江八幡市公的介護施設等の整備に関する計画に基づ

き、整備を行う。 

２ 整備の基準 

近江八幡市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等を

定める条例（平成２５年３月２５日条例第７号）又は近江八幡市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

２５年３月２５日条例第８号）（以下、「基準条例」という。）に定める要件を満たす

ほか、地域の特性が生かされていること。また、火災発生時に自力で避難すること

が困難な者が入居・宿泊する社会福祉施設等については、スプリンクラー設備や自

動火災報知設備を設置することが義務付けられたので消防法施行令（昭和３６年３

月２５日政令第３７号）を遵守し設置等対応すること。 

３ 地域との連携 

地域住民からの理解が得られ、地域住民が自由に集える開かれた場所となるよう、

次の各号に掲げる事項を実施するとともに、情報発信に努めること。 

(1) 施設の立地する地元自治会に加入すること。 

(2) 市介護相談員の派遣の受入れを行うこと。 

(3) 地域住民、利用者家族等に対して認知症啓発講座等を実施すること。 

(4) 地域住民が利用者と自由に交流できる場所及び機会を積極的に設けること。 

(5) 施設が有する機能及び設備を活用し、地域の実情に応じた地域貢献活動を実施

すること。 

(6) 非常災害時の地域との協力関係の構築を図ること。 

４ 職員確保 

(1) 職員の確保は、事業開始までに計画的に行うこと。 

(2) 職員の確保にあたっては、既存の市内介護サービス事業所のサービス提供に影

響を及ぼさないよう配慮ください。 
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５ 職員研修 

(1) 管理者及び計画作成担当者は、条例に定める各種研修を修了していなければな

らない。また、研修等により積極的に専門知識の取得に努めること。 

(2) 事業者連絡協議会等に任意加入するとともに、市が実施する研修会には必ず参

加すること。また、その成果を事業所内で伝達研修し、情報の共有を図ること。 

(3) 滋賀県内の介護サービス事業者等が開催する研修やセミナーに積極的に参加

し、ネットワークの構築や自己研鑚に努めること。 

６ 介護等 

介護計画の作成に当たっては、利用者が持つ能力を活かした内容とし、当該介護計

画に基づき利用者と介護者（家族等）が共同で取り組むこと。また、地域密着型介

護サービスの基本方針を深く理解し、個々の利用者の特徴を把握し、利用者の尊厳

及び権利が守られた適切な介護を行うこと。 

７ 立地条件 

施設の整備にあたっては、条例に定める家族や地域との交流を確保する観点から、

立地について基本的に次のいずれかの地域に限定するものとし、立地箇所の選定に

おいては地域的なバランスを勘案するため事前に市と協議を行うこと。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項の用途地域が定められ

た地域（工業地域及び工業専用地域が定められた地域を除く。） 

(2) 用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿い、駅前、農山村等の集

落地域内等、地域の住宅地の中にあるものと同程度に家族や地域との交流が確

保されていると認められる地域 

８ 第三者評価 

サービスの自己評価や第三者評価を実施し、その結果を施設内外の見やすい場所に

掲示し、評価結果とともに具体的な改善、情報公開等を行い、良質なサービスの水

準を確保すること。 

９ 情報公開 

利用者のプライバシーに配慮したうえで、市民がいつでも訪問できることとし、市

民に開かれた施設となるよう積極的に情報公開を行うこと。 

１０ 市との連携 

市からの調査等の依頼に対し協力するとともに、指導、助言等を受けた場合は必要

な改善を行うこと。また、常に市との連携を心がけること。 
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２ 認知症対応型共同生活介護施設（介護予防認知症対応型共同生活介護施設） 

１ 規模 

認知症対応型共同生活介護（以下「グループホーム」という。）の定員は、５人以

上９人以下とし、１施設１ユニットとすること。 

２ 構造 

(1) 平屋建てを原則とすること。ただし、事務所については２階を可とする。２

階以上の建物の場合は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく

耐火建築物又は準耐火建築物とする。 

(2) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分に配慮すること。 

(3) 他の社会福祉施設等と併設して設置する場合は、完全に独立した出入口を設

けること。 

(4) 建物内及び敷地内において、段差の解消、スロープの設置等、高齢者に配慮

した設備構造とすること。また、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづく

り条例の要件に適合できるよう努めること。 

３ 設備 

(1) 次に掲げる設備を設けること。 

ア 居室 

イ 居間及び食堂 

(ｱ) 食堂 

(ｲ) 台所 

(ｳ) 居間 

ウ 入浴室 

(ｱ) 脱衣室 

(ｲ) 浴室 

エ 洗面所 

オ 便所 

カ 相談室 

キ 地域交流スペース 

ク 事務室 

ケ その他必要な設備 

(2) 設備は、事務室を除き、グループホームの専用施設とすること。 

(3) 第１号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 
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ア 居室 

(ｱ) 地下に居室を設けてはならない。 

(ｲ) 入居者１人当たりの有効床面積は、収納設備等を除き、ケアの質を確

保し、使い慣れた家具等の持込みの可能な９．９平方メートル（６畳）

以上とすること。 

(ｳ) 個室とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。また原則個室とするが、一般の住宅を改修

している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られて

いる場合は、この限りでない。 

(ｴ) 居室における寝具はベッド等が想定されるが、安易に柵などを設け身

体拘束につながることが無いよう、利用者の希望や状態に応じ、例え

ば畳での対応等も可能となるよう考慮すること。 

イ 居間及び食堂 

(ｱ) 居間及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計し

た面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

とが望ましい。 

(ｲ) 前記(ｱ)にかかわらず、居間及び食堂は、食事の提供の際、その提供に

支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすること

ができる。 

(ｳ) 台所は、入居者と職員が共同で調理等を行うことができる十分な広さ

を有していること。 

ウ 入浴室 

１人から２人までの個別浴槽とし、入浴に介助を必要とする者の使用に

適したものとすること。 

エ 便所 

複数箇所に分散して設けること。 

オ 相談室 

遮蔽物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮すること。 

カ 仕様 

一般的な住居に近い仕様となるよう、内装の色彩に留意するほか、木質系

材料等を効果的に使用する等、高齢者の個々の生活に応じ、精神的なゆと

りと安らぎに対するきめ細やかな配慮を行うこと。また、利用者が認知症
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であることに鑑み、特に防災及び防火安全対策には万全を期すこと。 

(4) その他留意事項 

ア 施設周辺の環境整備 

利用者がより快適な生活が送れるよう、施設の緑化、ゆとりと潤いのある

生活環境（畑・植栽・花壇・庭園、遊歩道等）の整備等、利用者及び地域

社会に配慮した創意工夫による特徴ある施設の整備に努めること。 

イ 地域交流スペース 

社会福祉施設等が在宅福祉の推進を図るため、その機能を十分に発揮でき

るよう、地域に密着した独自の事業を実施するために必要なスペースの整

備に努めること。 

(ｱ) ボランティアの情報交換の場、活動拠点等のスペース 

(ｲ) 地域の人々と利用者が交流するための談話等ができるスペース 

(ｳ) その他の地域に密着した独自の事業を実施するためのスペース 

４ 留意事項 

(1) 補助金を活用し、施設の用に供する土地及び建物を賃貸借等で確保する場合

は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）

にある規定期間以上とすること。 

(2) 契約の時点で、抵当権等の設定が行われていないこと。 

(3) 地域を管轄する消防署及び建築確認申請所管機関に協議し、必要な手続をと

ること。 

(4) 介護保険施設等の連携施設と緊急時の職員の応援体制、通常時の交流等具体

的な連携内容を定めておくこと。 

(5) 本事業開始後において、保険者から定期的に集団指導・実地指導を行うので、

日頃から適正な事業運営を推進すること。 
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３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設 

１ 構造 

(1) 原則としてユニット型個室とし、「近江八幡市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等を定める条例」および「滋賀県老人福

祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例」、「滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従事者ならびに設

備および運営に関する基準等を定める条例」に定める基準に適合すること。 

(2) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分に配慮すること。 

(3) 他の社会福祉施設等と併設して設置する場合は、完全に独立した出入口を設

けること。 

(4) 建物内及び敷地内において、段差の解消、スロープの設置等、高齢者に配慮

した設備構造とすること。また、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづく

り条例の要件に適合できるよう努めること。 

２ 設備 

(1) 設備については、「近江八幡市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等を定める条例」及び「滋賀県老人福祉法に基づく特別

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」、「滋賀県介護保

険法に基づく指定介護老人福祉施設の従事者ならびに設備および運営に関す

る基準等を定める条例」に定める基準に適合すること。ただし居室について

は次に掲げる事項についても考慮すること。 

(2) 居室 

ア １の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認め     

られる場合は、２人とすることができる。また、地域のニーズ等を勘案し、

居室の定員を２人以上４人以下とする場合は、間仕切りや建具などにより個

人のプライバシーに配慮した造りとし、市と協議の上決定することとする。 

イ 居室における寝具はベッド等が想定されるが、安易に柵などを設け身体拘

束につながることが無いよう、利用者の希望や状態に応じ、例えば畳での対

応等も可能となるよう考慮すること。 

(3) その他留意事項 

ア 施設周辺の環境整備 

利用者がより快適な生活が送れるよう、施設の緑化、ゆとりと潤いのある

生活環境（畑・植栽・花壇・庭園、遊歩道等）の整備等、利用者及び地域
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社会に配慮した創意工夫による特徴ある施設の整備に努めること。 

イ 地域交流スペース 

社会福祉施設等が在宅福祉の推進を図るため、その機能を十分に発揮でき

るよう、地域に密着した独自の事業を実施するために必要なスペースの整

備に努めること。 

(ｱ) ボランティアの情報交換の場、活動拠点等のスペース 

(ｲ) 地域の人々と利用者が交流するための談話等ができるスペース 

(ｳ) その他地域に密着した独自の事業を実施するためのスペース 

ウ サテライト型 

本体事業所と密接な連携を確保するため、自動車等による移動に要する時

間が概ね本体事業所と１０分以内の近距離で市内であること。 

      エ 災害時の電源確保手段として、非常用自家発電設備の設置を検討すること。 

３ 留意事項 

(1) 補助金を活用し、施設の用に供する土地及び建物を賃貸借等で確保する場合

は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）

にある規定期間以上とすること。 

(2) 契約の時点で、抵当権等の設定が行われていないこと。 

(3) 地域を管轄する消防署及び建築確認申請所管機関に協議し、必要な手続をと

ること。 

(4) 介護保険施設等の連携施設と緊急時の職員の応援体制、通常時の交流等具体

的な連携内容を定めておくこと。 

(5) 本事業開始後において、保険者から定期的に集団指導・実地指導を行うので、

日頃から適正な事業運営を推進すること。 

 


