
第１回 介護予防・日常生活支援
総合事業に係る事業者説明会

平成28年7月28日（木）

伊達市健康福祉部高齢福祉課



主な説明事項

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の概要

２ 伊達市における総合事業移行のサービス（案）

３ 訪問型サービスの類型、基準、単価（案）

４ 通所型サービスの類型、基準、単価（案）

５ 今後のスケジュール

６ 総合事業についてのＱ＆Ａ

1



１．介護予防・日常生活支援総合事業の
概要
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趣 旨

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、
多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要
支援者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。

○元気高齢者の増加を目指す ⇒ 介護予防の重要性の高まりと新たな視点

機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や地域の中に生きがい・

役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、バランスのとれたアプローチが必要。

○高齢者が支援の支え手となることで、よりよい地域づくりを推進

介護予防・日常生活支援総合事業の概要（１）

背 景

○超高齢化社会の到来（2025年（平成37年）には団塊の世代が75歳以上）
○独居高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯の増加
○生活支援ニーズの増大

→介護保険制度内でのサービス提供では、介護給付費の増大、担い手不足

解決策

3



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業
○一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

予防給付（要支援1～２）
事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村
で実施

介護予防・日常生活支援総合事業の概要（２）

改正前と同様

出典：厚生労働省資料を一部改変

○平成26年度の介護保険改正により創設された制度。すべての市町村が平成29年４月までに実施。
○伊達市では、平成29年４月に移行。
○予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、新たに総合事業の訪問型サービスと
通所型サービスに移行する。

○これまでの全国一律の基準から、市町村が地域の実情に応じて取り組む「事業」へ移行する。
○総合事業は介護保険制度内に位置づけられた事業であり、財源構成は従来と変わらない。
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②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新総合
事業）

介護予防・生活支
援サービス事業

一般介護予防事業

訪問型サービス
（第１号訪問事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

・第１号被保険者全員
・支援活動に関わる者

・要支援認定を受けた者（要
支援者）

・基本チェックリスト該当者
（介護予防・生活支援サー
ビス対象事業者）

・現行の訪問
介護相当

・多様な
サービス

・現行の通所
介護相当

・多様な
サービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

①介護予防把握事業

①訪問介護

③訪問型サービスB（住民主体による支援）

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスD（移動支援）

①通所介護

④通所型サービスC（短期集中予防サービス）

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援（訪問型サービ
ス・通所型サービスの一体的提供等）

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。
市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた
サービス内容を検討する。

③通所型サービスB（住民主体による支援）

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成例

出典：厚生労働省 5



訪問型サービスの類型（国のガイドラインより）
○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利
用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う
訪問型サービスＢ

に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

出典：厚生労働省資料を一部改変 6



基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え

方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進してい
くことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

通所型サービスの類型（国のガイドラインより）

出典：厚生労働省資料を一部改変 7



２．伊達市における総合事業移行のサービス
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○ 現行の予防給付相当サービスは、基準・単価を維持して実施。
○ 基準緩和サービス（サービスＡ）は、事業所指定及び委託として導入。

○ 住民主体による支援（サービスＢ）は、安定した事業の運営方法につ
いて、さらに検討。

○ 短期集中予防サービス（サービスＣ）は、運営方法について検討。

総合事業移行のサービス（案）

現行相当
サービスＡ
（基準緩和）

サービスＢ
（住民主体）

サービスＣ
（短期集中）

訪問型
◎

現行基準を維持
平成29年4月から

◎
人員基準等を緩和
平成29年4月から

△
検討

△
検討

通所型
◎

現行基準を維持
平成29年4月から

◎
人員基準等を緩和
平成29年4月から

△
検討

※介護予防自主グループの
立ち上げとサービスＢへの発
展に向けて支援していく予定

△
検討
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３．訪問型サービスの類型・基準・単価等
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１．「要支援」で訪問介護・通所介護の利用者について

本人の意向やサービスの継続性に配慮しつつも、可
能な限り多様なサービスへの移行を促し、費用の
効率化を図る。

基本的な考え方

２．サービスＡは、「予防給付の受け皿」及び「定期
的な機能訓練の場」として、市独自の基準・単価を
定め、介護事業者を中心とした提供体制を築く。
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伊達市が実施予定の訪問型サービス／類型（案）

サービス種別 現行相当サービス サービスＡ（基準緩和）

基準 予防給付（訪問介護）の基準 人員配置を緩和

対象者 ○既にサービスを利用 し継続が必要なケース
○身体介護が必要なケース
○認知機能低下
○退院直後 等

「現行相当の対象」以外の者

提供者 訪問介護事業者 訪問介護事業者、民間企業、ＮＰＯ等

内容 ○身体介護
○生活援助

生活援助のみ

報酬単価 予防給付（訪問介護）の報酬 サービス内容に応じて市で設定
※予防給付（訪問介護）の報酬以下に設定
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伊達市が実施予定の訪問型サービス／基準（案）

サービス種別 現行相当サービス 訪問型サービスＡ（基準緩和型）

人員基準 ■管理者
常勤・専従１人以上

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の
職務に従事可能

■訪問介護員等
常勤換算２．５人以上

（資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等
修了者）

■サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、
利用者４０人に１人以上（一部
非常勤可）

（資格要件：介護福祉士、実務研修修了者、
３年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者
研修等修了者）

■管理者
専従１人以上

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の
職務に従事可能

■従事者
１人以上必要数

（資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者、
市が指定する研修の修了者）

■訪問事業責任者
・訪問事業責任者：従事者のうち必要数

（資格要件：従事者に同じ）
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伊達市が実施予定の訪問型サービス／基準（案）

サービス種別 現行相当サービス 訪問型サービスＡ（基準緩和型）

設備基準 ■事業の運営に必要な広さを有する専用の
区画

■必要な設備・備品

■事業の運営に必要な広さを有する専用の
区画

■必要な設備・備品

運営基準 ■個別サービス計画の作成
■運営規定等の説明・同意
■提供拒否の禁止
■訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の
管理

■秘密保持
■事故発生時の対応
■廃止・休止の届出と便宜の提供等

■必要に応じ個別サービス計画の作成
■従事者の清潔の保持・健康状態の管理
■秘密保持
■事故発生時の対応
■廃止・休止の届出と便宜の提供
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伊達市が実施予定の訪問型サービス／単価（案）
サービス
種別 現行相当サービス 訪問型サービスＡ（基準緩和型）

算定単位 月額包括単価、回数単価 月額包括単価、回数単価

単価 ○予防給付（訪問介護）の算定構造、単価数と同等
※１単位：１０円
■訪問Ⅰ １，１６８単位／月（週１回程度）
■訪問Ⅱ ２，３３５単位／月（週２回程度）
■訪問Ⅲ ３，７０４単位／月（週２回を超える程度）
■訪問Ⅳ ２６６単位／回（月４回まで）
■訪問Ⅴ ２７０単位／回（月５回から８回まで）
■訪問Ⅵ ２８５単位／回（月９回から１２回まで）
■短時間 １６５単位／回（１月２２回まで算定可能）

○有資格者（訪問介護員）と無資格者との
賃金水準の差に着目し、

単価を２０％程度減額の予定

○訪問型サービス費（短時間サービス）は
設けない

加算等 ○予防給付（訪問介護）と同等
■初回加算
■生活機能向上連携加算
■介護職員処遇改善加算
■特別地域加算 ほか

○左記のうち以下の加算を設ける
■特別地域加算 １５％

対象者 ■訪問Ⅰ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅱ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅲ 事業対象者、要支援２
■訪問Ⅳ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅴ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅵ 事業対象者、要支援２
■短時間 事業対象者、要支援１・２

■訪問Ⅰ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅱ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅲ 事業対象者、要支援２
■訪問Ⅳ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅴ 事業対象者、要支援１・２
■訪問Ⅵ 事業対象者、要支援２

15



現行相当と訪問Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

訪問介護員の配置例①
【訪問介護員がサービスＡの従事者を兼務】

介護福祉士または
介護職員初任者研修等修了者

常勤換算２．５人以上
要介護者または現行相当

サービスＡ

※ただし、Ａの勤務時間は、国基準
「常勤換算２．５人」の勤務時間として
算定することはできない。
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現行相当と訪問Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

訪問介護員の配置例②
【サービスＡの従事者を別途配置】
＜国基準サービス訪問介護員＞

介護福祉士または
介護職員初任者研修等修了者

常勤換算２．５人以上 要介護者または現行相当

サービスＡ

＜サービスＡ従事者＞

市が指定する研修の修了者

１人以上
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現行相当と訪問Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

＜責任者の配置例①＞

利用者８５人の事業所

要介護者または現行相当 サービスＡ

※８５人全員が現行相当（国基準利用者）であれば、サ責が３人必要

４０人 ４５人

サービス提供責任者１人 訪問事業責任者１人
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現行相当と訪問Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

＜責任者の配置例②＞

利用者４０人の事業所

要介護者または現行相当 サービスＡ

※サービス提供責任者が、訪問事業責任者を兼務

３５人 ５人

サービス提供責任者１人

19



４．通所型サービスの類型・基準・単価等
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伊達市が実施予定の通所型サービス／類型（案）

サービス種別 現行相当サービス サービスＡ（基準緩和）

基準 予防給付（通所介護）の基準 人員配置・設備を緩和

対象者 ○既にサービスを利用 し継続が必要な
ケース

○多様なサービスの利用が
難しい・不適切

「現行相当の対象」以外の者

提供者 通所介護事業者 通所介護事業者、民間企業、ＮＰＯ等

内容 ○予防給付（通所介護）と同様
＊生活機能向上のための機能訓練
＊レクリエーション
＊入浴 等

○生活機能向上のための機能訓練
○運動などを行うミニデイサービス 等

報酬単価 予防給付（通所介護）の報酬 サービス内容に応じて市で設定
※予防給付（通所介護）の報酬以下に設定

21



伊達市が実施予定の通所型サービス／基準（案）

サービス種別 現行相当サービス 通所型サービスＡ（基準緩和型）

人員基準 ■管理者
常勤・専従１人以上

■生活相談員
専従１人以上

■（准）看護師
専従１人以上

■従事者
～１５人：専従１人以上
１５人～：利用者１人につき

専従０．２人以上

■機能訓練士
１人以上

■管理者
専従１人以上

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等
の職務に従事可能

■従事者
～１５人：専従１人以上
１５人～：利用者１人につき

専従０．１人以上
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伊達市が実施予定の通所型サービス／基準（案）

サービス種別 現行相当サービス 通所型サービスＡ（基準緩和型）

設備基準 ■食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
■静養室、相談室、事務室
■消火設備その他の非常災害に必要な設備
■必要なその他の設備・備品

■サービスを提供するために必要な場所
（２．３㎡×利用定員以上）

■消火設備その他の非常災害に必要な設備
■必要なその他の設備・備品

運営基準 ■個別サービス計画の作成
■運営規定等の説明・同意
■提供拒否の禁止
■清潔の保持・健康状態の管 理
■秘密保持
■事故発生時の対応
■廃止・休止の届出と便宜の提供 等

■必要に応じ個別サービス計画の作成
■従事者の清潔の保持・健康状態の管理
■秘密保持
■事故発生時の対応
■廃止・休止の届出と便宜の提供

23



伊達市が実施予定の通所型サービス／単価（案）

サービス
種別 現行相当サービス 通所型サービスＡ（基準緩和型）

算定単位 月額包括単価、回数単価 月額包括単価、回数単価

単価 ○予防給付（通所介護）の算定構造、単価数と同等
※１単位：１０円
■通所１ １，６４７単位／月
■通所２ ３，３７７単位／月
■通所３ ３７８単位／回（４回まで）
■通所４ ３８９単位／回（５回から８回まで）

○有資格者（通所介護員）と無資格者との
賃金水準の差に着目し、

単価を２０％程度減額の予定

加算等 ○予防給付（通所介護）と同等
■生活機能向上グループ活動加算
■運動器機能向上加算
■栄養改善加算
■口腔機能向上加算
■選択的サービス複数実施加算
■事業所評価加算
■サービス提供体制強化加算
■介護職員処遇改善加算 ほか

○左記の加算は設けない

○以下のとおり伊達市独自の加算を設ける
【独自加算】
■入浴加算：１回４０単位

対象者 ■通所１ 事業対象者、要支援１
■通所２ 事業対象者、要支援２
■通所３ 事業対象者、要支援１
■通所４ 事業対象者、要支援２

■通所１ 事業対象者、要支援１
■通所２ 事業対象者、要支援２
■通所３ 事業対象者、要支援１
■通所４ 事業対象者、要支援２ 24



【現行相当と通所Ａを一緒に実施】
・・・サービスＡと、国基準サービス（要介護・要支援）を

一体的に提供

現行相当と通所Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

「要介護者」と「要支援者」を一体的に処遇する場合と
同様、「要介護者や現行相当利用者」と「サービスＡの利
用者」を一体的に処遇することは可能。

「一体的」の考え方

この場合、必ずしも場所を分ける（パーテーションで仕
切るなど）必要はないが、プログラム内容を区別するな
ど、それぞれの処遇に影響がないように配慮が必要であ
る。
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現行相当と通所Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

＜介護職員（従事者）の配置例①＞

利用者１５人の事業所

要介護者または現行相当 サービスＡ

※サービスＡ利用者が８人で計１６人となれば、介護職員が２人必要

８人 ７人

国基準介護職員１人 ＜管理者は兼務＞
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現行相当と通所Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

＜介護職員（従事者）の配置例②＞

利用者２３人の事業所

要介護者または現行相当 サービスＡ

※国基準介護職員・Ａ従事者とも資格要件なし
※２３人全員が現行相当（国基準利用者）であれば、介護職員が３人必要

８人 ７人

＜管理者
は兼務＞

８人

１５人まで
処遇可

国基準介護職員１人 Ａ従事者１人
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現行相当と通所Ａを一緒に実施する場合の
人員基準の考え方

＜介護職員（従事者）の配置例③＞

利用者２６人の事業所

要介護者または現行相当 サービスＡ

※国基準介護職員・Ａ従事者とも資格要件なし
※２６人全員が現行相当（国基準利用者）であれば、介護職員が４人必要

１５人

＜管理者
は兼務＞

１１人

国基準介護職員１人 Ａ従事者１人
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５．今後のスケジュール
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今後のスケジュール

平成28年 7月28日 第１回サービス事業者説明会

8月 総合事業参入意向調査

9月 第２回サービス事業者説明会

・事業所指定事務 ・請求事務

・介護予防ケアマネジメントとの関連など

11月30日 指定申請書類審査申込書提出期限

平成29年 4月 1日 総合事業開始
30



６．総合事業についてのＱ＆Ａ
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