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について

平成28年12月13日（火）

伊達市健康福祉部高齢福祉課
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１．介護予防・日常生活支援総合事業の
概要と伊達市の現状について
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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）
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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



【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
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域
支
援
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業

地
域
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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 4

○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。
※基準や単価は市が決めることとなる。

○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。



高齢化による機能低下の状況（伊達市）

※２ 平成２７年９月１日現在のサービス利用者に関する調査（地域包括支援センター職員に対する調査より）

※１ 移動については、「常時支えが必要」以外を計上
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要支援者の日常生活自立状況

要支援1(n=104)

要支援2(n=138)

身の回りの動作（ADL） 生活行為（IADL）
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・要支援者のケアプランを作成している地域包括支援センター職員に対して調査を実施

【調査内容】 平成２７年９月１日現在のサービス利用者の利用目的・理由について調査

訪問介護及び通所介護利用者の現状

認定者数 サービス利用者数 訪問介護利用 通所介護利用 両方利用 実人数

要支援１ ３０５人 ２０５人 ５４人 ６２人 １２人 １０４人

割合 ※１ ６７．２％ ２６．３％ ３０．２％ ５．９％ ５０．７％

要支援２ ３６９人 ２６３人 ８０人 ８２人 ２４人 １３８人

割合 ※１ ７１．３％ ３０．４％ ３１．２％ ９．１％ ５２．５％

合計 ６７４人 ４６８人 １３４人 １４４人 ３６人 ２４２人

割合 ※１ ６９．４％ ２８．６％ ３０．８％ ７．７％ ５１．７％

※１：認定者に対する割合、他はサービス利用者に対する割合

＜訪問介護の利用目的・理由＞

①掃除をしてほしい（94.0％）

②買い物をしてほしい（42.5％）

③調理をしてほしい（26.9％）

④ゴミを捨ててほしい（20.1％）

＜通所介護の利用目的・理由＞

①送迎がある（81.3％）

②リハビリを受けたい（77.8％）※運動したい

③交流したい（66.7％）

④認知症予防（35.4％）

専門職でなくてもできること 必ずしも専門職による支援を必要と
しない
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２．伊達市における総合事業移行の
サービス・基準・単価（案）
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訪問型サービスの類型（国のガイドラインより）

・緩和した基準によるサービスでは、単価を現行の訪問介護相当の１５%減とする。（有資格者との給与の差を勘案）
・現訪問介護事業者（９事業者）中、６事業者及びシルバー人材センターが緩和した基準によるサービスへの
参入意向あり⇒必要サービスは確保できる

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

H29.4より開始
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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）

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 等
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伊達市が実施予定の訪問型サービス（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）

○単価を１５％減額の予定

※１単位：１０円

■訪問Ⅰ ９９２単位／月（週１回程度）
■訪問Ⅱ １，９８４単位／月（週２回程度）
■訪問Ⅲ ３，１４８単位／月（週２回を超える程度）
■訪問Ⅳ ２２６単位／回（月４回まで）

（提供回数が４回を超過した場合、月９９２単位）
■訪問Ⅴ ２２９単位／回（月５回から８回まで）

（提供回数が８回を超過した場合、月１，９８４単位）
■訪問Ⅵ ２４２単位／回（月９回から１２回まで）

（提供回数が１２回を超過した場合、月３，１４８単位）

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％
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伊達市が実施予定の訪問型サービス（案）

サービス種別 現行相当サービス サービスＡ（基準緩和）

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

利用者負担 ・介護給付（訪問介護）の利用者負担割合と同様。
（原則１割、一定以上所得者は２割）
・給付における利用者負担額の軽減制度に相当する高額介護（介護予防）サービス費相当
事業等を実施。
・保険料を滞納している者が介護保険サービスを受けた時にとられる給付制限と同様の措置を
実施。

利用限度額 ・指定事業者のサービスを利用する場合にのみ、給付管理を実施。
・要支援者が総合事業を利用する場合には、現在適用されている予防給付の利用限度額の
範囲内で、給付と総合事業を一体的に利用可能。
・基本チェックリストにより事業対象者と判断された者については、予防給付の要支援１の
利用限度額と同様とする。

〇 要支援１・事業対象者 ： ５，００３単位
〇 要支援２ ： １０，４７３単位 11



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

・緩和した基準によるサービスでは、単価を現行の通所介護相当の１５%減とする。（有資格者との給与の差を勘案）
・現通所介護事業者（１３事業者）中、９事業者が緩和した基準によるサービスへの参入意向あり
⇒必要サービスは確保できる ※今後は介護予防自主グループ活動の利用を促す

H29.4より開始

12



伊達市が実施予定の通所型サービス／基準（案）

13

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

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 等



伊達市が実施予定の通所型サービス（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）

○単価を１５％減額の予定
※１単位：１０円

■通所１ １，３９９単位／月
■通所２ ２，８７０単位／月
■通所３ ３２１単位／回（４回まで）
（提供回数が４回を超過した場合、月１，３９９単位）

■通所４ ３３０単位／回（５回から８回まで）
（提供回数が８回を超過した場合、月２，８７０単位）

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４２単位

14



伊達市が実施予定の通所型サービス（案）

サービス種別 現行相当サービス サービスＡ（基準緩和）

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

利用者負担 ・介護給付（通所介護）の利用者負担割合と同様。
（原則１割、一定以上所得者は２割）
・給付における利用者負担額の軽減制度に相当する高額介護（介護予防）サービス費相当
事業等を実施。
・保険料を滞納している者が介護保険サービスを受けた時にとられる給付制限と同様の措置を
実施。

利用限度額 ・指定事業者のサービスを利用する場合にのみ、給付管理を実施。
・要支援者が総合事業を利用する場合には、現在適用されている予防給付の利用限度額の
範囲内で、給付と総合事業を一体的に利用可能。
・基本チェックリストにより事業対象者と判断された者については、予防給付の要支援１の
利用限度額と同様とする。

〇 要支援１・事業対象者 ： ５，００３単位
〇 要支援２ ： １０，４７３単位

15



３．サービス利用の流れについて（案）
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サービス利用の流れについて（案）
【対象者】
①平成29年４月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方。
②平成29年４月以降に、新規・更新を迎えた方で、基本チェックリストにより要支援者に相当する
状態と確認された方。

【注意点】
・認定有効期間の開始日が平成29年３月31日以前の要支援者については、その認定更新まで
は、従前の予防給付としてサービスを提供します。

平成28年度 平成29年度 平成30年度

総合事業開始（29年４月～） ※29年度中に全ての要支援者が総合事業へ移行

例１ 認定有効期間
H28.4.1～H29.3.31

認定更新して4/1から支1
ヘルパー・デイ利用

例２ 認定有効期間
H28.9.1～H29.8.31

認定更新して9/1から支2
ヘルパー・デイ利用

例３ 新規 H29.6.15～

認定申請又はチェックリスト
ヘルパー・デイ利用

例４ 認定有効期間
Ｈ28.6.1～Ｈ29.5.31

チェックリストで事業対象者
ヘルパー・デイ利用

H29.3.31まで予防給付 H29.4.1から総合事業

H29.8.31まで予防給付 H29.9.1から総合事業

H29.6.15から総合事業

H29.5.31まで予防給付 H29.6.1から総合事業

17



サービス利用の流れについて（案）
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総合事業への移行（見込）人数

19

〇要支援認定者数 ７１８人
〇うち介護予防訪問介護利用者数 １７５人
〇うち介護予防通所介護利用者数 ２０３人

平成29年４月～平成30年３月までの
総合事業移行者数（推計）

〇訪問型サービス 毎月 約１５人
〇通所型サービス 毎月 約１７人
〇合計 毎月 約３２人が移行予定

※上段の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護利用者数を12月で割った平均値
※実際には月により人数の増減が見込まれます。

平成28年8月提供分のサービス利用実績から分析

平成28年8月現在



４．介護予防ケアマネジメントについて
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介護予防ケアマネジメントの概要

21

◆利用するサービスが「給付」または「給付＋総合事業」
→介護予防支援（給付） ※「給付」とは保険給付（予防給付）を指す

◆利用するサービスが「総合事業」のみ
→介護予防ケアマネジメント（事業）

〇地域包括支援センターが実施
〇従来の介護予防支援と同様に、業務の一部を
指定居宅介護支援事業所へ委託可能

◆委託できるのは、介護予防ケアマネジメントＡ
（原則的な介護予防ケアマネジメント）のみ



(※1)指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要

ケアマネジメ
ントプロセス
と類型

説明
利用する
サービス

サービス提供
開始月

２月目
（翌月）

３月目
（翌々
月）

４月目

（３ヶ月
後）

原則的な
ケアマネジ
メント（プラ
ンＡ）

■現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同
様
■アセスメント
⇒ケアプラン原案作成
⇒サービス担当者会議
⇒利用者への説明・同意
⇒ケアプラン確定・交付（利用者提供者）
■モニタリングはおおむね３ヶ月ごとに実施

■利用者の状況等に応じてサービスの変更も行うことが
可能な体制をとっておく

指定事
業者の
サービ
ス

サービス担当者
会議

○ × × ○

モニタリング等 －（※１）
○

（※１）
○

（※１）
○

（※１）

報酬
基本報酬＋初
回加算（※２）

基本
報酬

基本
報酬

基本
報酬

簡略化した
ケアマネジ
メント （プラ
ンＢ）

■サービス担当者会議を省略したケアプランの作成
■アセスメント⇒ケアプラン原案作成
⇒ケアプラン確定・交付（利用者提供者）
■モニタリングは適宜

その他
(委託・補
助の

サービ
ス）

サービス担当者会議 △（必要時実施） × × ×

モニタリング等 － × × △

報酬
（基本報酬－Ｘ－Ｙ）

＋初回加算
基本報酬
－Ｘ－Ｙ

基本報酬
－Ｘ－Ｙ

基本報酬－
Ｘ－Ｙ

初回のみのケ
アマネジメント
（プランＣ）

■ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービスや配食
などその他の生活支援サービスの利用につなげる場合
■初回のみアセスメント
⇒ケアマネジメント結果案作成
⇒利用者への説明・同意
⇒提供者への説明・送付
■モニタリング等は行わない。

■適切なサービス提供につながるよう、ケアマネジメントの
結果をサービス提供者に送付または本人が持参（利用者
の同意必要）

その他
(委託・補
助の

サービ
ス）

サービス担当者会議 × × × ×

モニタリング等 － × × ×

報酬
基本報酬＋初回加
算をふまえた単価

× × ×

一般介護
予防・民
間事業の
み

サービス担当者会議 × × × ×

モニタリング等 － × × ×

報酬
基本報酬＋初回加
算をふまえた単価

× × ×

介護予防ケアマネジメントのプロセスと類型
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伊達市が実施予定のケアマネジメント（案）

23

類型 サービス 実施機関 対象者 委託 開始月 ２月目 ３月目

Ａ
（原則的）

現行相当
サービス 地域包括支

援センター

居宅介護支
援事業所

要支援者

事業対象者
可

４３０単位
（4,300円）

＋
初回加算
３００単位
（3,000円）

４３０単位
（4,300円）

４３０単位
（4,300円）

サービスＡ
（指定事業
者が実施す
るサービス
に限る）

Ｂ
（簡略化） 指定事業

者以外の
多様な
サービス
等

地域包括支
援センター

要支援者

事業対象者
不可

２０９単位
（2,090円）

＋
初回加算
３００単位
（3,000円）

２０９単位
（2,090円）

２０９単位
（2,090円）

＜介護予防ケアマネジメントＢ単価の算出根拠＞
報酬：基本報酬－Ｘ－Ｙ （Ｘ：サービス担当者会議実施分相当単位、Ｙ：モニタリング実施分相当単位）
条件：ケアマネ労働投入時間を１００％とした時、Ｘに当たる割合は３．０％、Ｙに当たる割合は４８．４％

※平成18年3月発表の居宅介護支援事業所及び介護支援専門員業務の実態に関する調査の要支援者の利用者1人1日当たりのケアマネジャー労働投入時間（推計）による

算出：基本報酬（４３０単位）－Ｘ （４３０×３．０％）－Ｙ （４３０×４８．４％）

現行の予防
給付に対す
る介護予防
ケアマネジ
メントと同様

サービス担
当者会議や
モニタリング
を省略した
ケアプラン
の作成



５．サービスコードと指定申請について
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伊達市の訪問(通所)型サービスのサービスコードと指定申請について

25

サービス名 サービスコード 事業所別 指定申請

訪問型現行相当サービス
（予防給付基準と同様）

Ａ１
みなし指定訪問介護事業所
（平成27年3月以前指定事業所）

不要

Ａ２
新規指定事業所
（平成27年4月以降指定事業所）

必要

訪問型サービスＡ
（基準緩和型）

Ａ３
訪問介護事業所
（サービスを実施する全事業所）

必要

通所型現行相当サービス
（予防給付基準と同様）

Ａ５
みなし指定通所介護事業所
（平成27年3月以前指定事業所）

不要

Ａ６
新規指定事業所
（平成27年4月以降指定事業所）

必要

通所型サービスＡ
（基準緩和型）

Ａ７
通所介護事業所
（サービスを実施する全事業所）

必要



指定申請が必要となる場合

26

①平成27年4月1日以降に予防給付を実施している事業所

②訪問型・通所型サービスＡに参入する事業所

※様式は１２月中に各事業所へメールにて送付する予定です。

● 申請書受付期間
平成２９年１月６日（金）～平成２９年３月１５日（水）
※指定通知は３月下旬発送予定です。
※各事業所を３グループに分け、１月申請、２月申請、３月申請
に市が振り分けします。

● 申請方法
持参

● 申請先
伊達市健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係



指定（更新）申請に係る書類一覧表

27

番号 様式 書類名称 番号 様式 書類名称

1 第1号様式
伊達市介護予防・日常生活支援
総合事業指定申請書

8 参考様式4 誓約書及び役員の氏名等

2 写し
申請者の定款、寄付行為等及び
その登記事項証明書又は条例等

9 写し 資格を証明する書類

3 参考様式1
従事者の勤務の体制及び勤務形態
一覧表

10 別紙1 事業費算定に係る体制等状況一覧表

4
参考様式
2-1

事業所の管理者の経歴 11 別紙2 事業費算定に係る体制等に関する届出書

5
参考様式
2-2

サービス提供責任者・生活相談員・
支援相談員の経歴

12
参考様式
5-1、2

雇用証明書又は雇用確約証明書

6 任意様式 運営規程 13 参考様式6 サービス提供実施単位

7 参考様式3
利用者からの苦情を処理するために
講ずる措置の概要



平成27年3月31日以前に介護予防サービスの指定を受けている場合

28

● 現行相当サービスのみを実施する場合は、総合事業開始時（平成29年4月1日）に事業者指定手続きは不要です。
● サービスＡを実施する場合は、みなし指定を受けていても事業所指定手続きが必要です。
● 総合事業の指定更新（平成30年4月1日）の詳細については後日お知らせします。
● 総合事業の指定の有効期間は以下のとおりです。

区分 期間

総合事業（みなし指定） 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

総合事業（通常指定） ６年間

訪問介護又は通所介護と
一体的に実施する総合事業

総合事業の指定日から訪問介護又は通所介護の指定有効期間終了日まで

介護給付

予防給付

総合事業

総合事業開始

Ｈ２９．４．１Ｈ２８．４．１Ｈ２７．４．１ Ｈ３０．４．１ Ｈ３１．４．１

訪問介護（通所介護）

介護予防訪問介護（通所介護）

総合事業
(みなし指定)

総合事業（通常指定）

平成30年3月31日で
介護予防は終了

一体的に実施する訪問介護
（通所介護）と同じ期限

平成29年4月1日～平成30年3月31日
総合事業みなし指定
指定手続きは不要

平成30年4月1日～
総合事業指定更新
指定手続きが必要



平成27年４月1日以降に介護予防サービスの指定を受けている場合
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● 平成29年4月1日の総合事業開始時に向けて事業者指定手続きが必要です。
● 事業者指定以外の手続き（運営規程、定款の変更など）が必要になる場合があります。
● 総合事業の指定の有効期間は以下のとおりです。

区分 期間

総合事業（通常指定） ６年間

訪問介護又は通所介護と
一体的に実施する総合事業

総合事業の指定日から訪問介護又は通所介護の指定有効期間終了日まで

介護給付

予防給付

総合事業

総合事業開始

Ｈ２９．４．１Ｈ２８．４．１Ｈ２７．４．１ Ｈ３０．４．１ Ｈ３１．４．１

訪問介護（通所介護）

介護予防訪問介護（通所介護）

総合事業（通常指定）

平成30年3月31日で
介護予防は終了

一体的に実施する訪問介護
（通所介護）と同じ期限

総合事業通常指定手続きが必要



平成29年４月1日以降に総合事業の指定を受ける場合

30

● 平成29年度中は３件（介護給付・予防給付・総合事業）同時申請が可能です。
● 平成30年3月1日以後は、介護予防訪問介護（通所介護）の指定を受けることはできません。
● 総合事業を含めた指定スケジュールは以下のとおりです。

区分 期間

事前連絡 事前にご相談ください

申請受付 連絡後、随時受け付けます

指定日 随時

介護給付

予防給付

総合事業

総合事業開始

Ｈ２９．４．１Ｈ２８．４．１Ｈ２７．４．１ Ｈ３０．４．１ Ｈ３１．４．１

訪問介護（通所介護）：６年間

介護予防訪問介
護(通所介護)

総合事業（通常指定）：６年間

平成30年3月31日で
介護予防は終了

一体的に実施する訪問介護
（通所介護）と同じ期限＝６年間

介護給付・予防給付サービスと同時に申請が可能

Ｈ３５．４．１



留意点について

31

（１）定款変更

○ 定款に総合事業のサービスを実施する旨の記載が必要。
→ 事業名称（例）：介護保険法に基づく第１号事業

（２）運営規程変更

○ 運営規定の変更が必要。
→ 事業名称（例）：予防訪問介護の場合 「伊達市訪問型サービス」

予防通所介護の場合 「伊達市通所型サービス」
※運営規定変更に伴う変更届の提出は不要。

（３）契約書及び重要事項説明書の変更

○ 新規の利用者（総合事業対象者）
→ 新たに作成した様式で重要事項を説明するとともに、契約を締結。
○ 既に契約している利用者
→ 再度契約を締結することは不要。総合事業の提供を開始するタイミングで覚書などを
作成し、利用者及び家族へ説明し同意を得る。



留意点について

32

（４）タイムスケジュールについて

○ （１）～（３）の変更時期については、平成２９年４月までに行う必要がありますので、
必要に応じて対応を進めてください。

（５）個別サービス計画書作成について

○ 総合事業（現行相当サービス）の提供を開始するタイミングで個別サービス計画書の作成が
必要です。

○ 総合事業（サービスＡ）については、個別サービス計画書の作成が必須ではありません。
サービス提供を開始するタイミングで必要に応じて個別サービス計画書を作成してください。

○ 作成の際は、計画書の名称を変更する。
・「予防訪問介護計画」 → 「伊達市訪問型サービス計画」
・「予防通所介護計画」 → 「伊達市通所型サービス計画」



６．報酬の請求について
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報酬の請求について

34

（１）指定事業者

〇 これまで同様、国保連合会への請求となります。

（２）委託事業者（シルバー人材センター）

〇 委託料として、伊達市への請求となります。

【ポイント】
・国保連合会に請求する流れは変わりませんが、サービスコードが変更になります。
・平成29年4月以降に認定の更新等により要支援認定を受け、総合事業に移行した方の

訪問介護・通所介護についてのみ、後日送付予定のサービスコード表に記載の総合事
業のサービスコードで請求してください。
・移行期間中は、予防給付の方と総合事業の方が混在しますのでご注意ください。

【ポイント】
・委託事業者は、伊達市へ直接請求することになります。
・様式等は、現在作成中です。



７．これまでの経過と今後の予定について
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（進捗状況）
・H27.9 要支援認定者の内、訪問介護及び通所介護利用者の現状把握

（P5～P6参照）

・H28.2 訪問介護及び通所介護事業者への聞き取り調査を実施

・H28.7.28 市内の訪問介護及び通所介護事業者を対象とした事業説明会を開催

※設備基準、運営基準、人員基準及びサービス単価（案）について

説明し、緩和した基準によるサービスへの参入意向の有無を把握

・H28.11 緩和した基準によるサービスにおける伊達市の基準（案）を作成

・H28.12.6 伊達市介護保険等運営協議会において協議

・H28.12.13 市内の訪問介護及び通所介護事業者に対し、各基準及びサービス

単価、事業所指定事務等についての説明会（第２回）を開催

（今後について）
・H29.1～ 事業所指定事務

現利用者への周知（個別通知、地域包括支援センターや居宅介護支援

事業所からの説明）

・H29.2～ 市民への周知（広報等）

・H29.4～ 総合事業へ移行
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