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介護予防・日常生活支援総合事業

資料１



２－①制度創設の背景と概要



総合事業の背景 ニーズの増大と人材不足

○生活支援ニーズの増大

予防給付の対象者には、身体介護でなく生活支援（ＩＡＤＬ）である「掃除」「買い物」「調理」

などの生活支援を現在も提供しているところ。

今後、ひとり暮らし高齢者・高齢夫婦世帯をはじめとした家族力の不足する世帯の増加が

予想され、ますます生活支援のニーズや支援内容が拡大することが予想される。

○ニーズの増加に対する、ホームヘルパーを中心とした介護職員不足

今後、要介護・支援認定者の増加する一方で、担い手である生産年齢人口（15歳～64歳）

は減少する。増加する生活支援ニーズを従来通りホームヘルパーがすべて担うことは人

材不足により不可能となってくる。

○中重度の在宅要介護を支える人材も不足する？

ひとり暮らし高齢者をはじめとする支援対象者であり、中重度要介護認定者が住み慣れた

自宅や地域で生活するためには「身体介護」を中心とした訪問介護の提供が不可欠。限ら

れたヘルパーがより専門性の高い「身体介護」に取り組んでいくために、新たに生活支援

を行う担い手が必要となる。



• 多様な主体による多様なサービスを展開

高齢者を含めた幅広い世代の市民、ＮＰＯ、ボランティア、事業者

等、様々な人、団体の活動を支援し、高齢者に対するサービスを

充実。

• 社会参加の視点を取り入れた介護予防を促進

「心身機能」だけでなく、「参加」「活動」の視点を介護予防に取り

入れることで、高齢者が地域や社会の中での役割を持ちながら、

いきいきとした生活を継続することを目指す。

• 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行

予防給付(要支援の人に対するサービス)のうち、介護予防訪問

介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)

が総合事業に移行し、町の事業(サービス)として実施。

総合事業の特徴



介護予防給付
（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。

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

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

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（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

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

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）

＜～２８年度＞ ＜２９年度～＞介護保険制度

【笠松町】 介護予防・日常生活支援総合事業の構成

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

現行と同様

現行と同様



２－②笠松町のめざす姿



自助・互助による地域包括ケアシステムの構築について

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年３月）を一部改変

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が
一体的に提供されるシステムのこと。





笠松町のめざす介護予防とは

これからの介護予防は、生活上の困りごとを把握したうえ

で、本人の「したい」「できるようになりたい」と思う気持ちを
引き出し、具体的な生活を実現するための取り組みに！

「できない」「困っている」ことに、補完的にプロの介護サー
ビスを提供し自立支援になっていたか？

意欲の引き出しと、「やればできる」喜びの共感で、地域に
つなぐことを常に考えた支援に。皆さんは『地域の活動に
つなぐ』=ジョイント役。

◎地域につなぐところまで考える

◎本人の「したい・できるようになりたい」を大切にする



取り組みの内容と実施の方向性

本人の「したい」または「できるようになりたい」生活
行為が目標として明確に設定された『介護予防ケア
マネジメント』を推進し、多様なサービスや支援につ
ないでいきます。

介護予防に取り組む介護事業所、生活支援コーデ
ィネーター、地域住民及び町が「生き生きとした自
分らしい暮らしの実現」のために、まちづくりに取り
組みます。

⇒『支援会議』の創設

⇒トップダウン型からボトムアップ型へ
『まちづくり研究会』の開催



２－③

サービス利用までの流れ



～サービス利用までの流れ～

一般介護予防事業
（体操教室等）

介護サービス

を利用
介護予防サービスを利用
（住宅改修・福祉用具の貸与等）

要支援１

要支援２
総合事業対象者

ケアプランの作成

（居宅介護支援事業所）

基本チェックリスト
要介護・要支援認定

要介護

１～５
非該当
（自立）

非該当

（自立）

総合事業を利用

支援会議（ケアプランの作成・検討）

訪問介護・通所介護サービス

のみの利用を希望する人

●要介護・要支援認定を更新を迎えた人や、新規サービスを

検討する人で、明らかに要介護１以上と判断できる人

●訪問看護、住宅改修、福祉用具貸与等の利用が必要な人

○第２号被保険者（４０歳～６４歳）

●認定更新時に、要支援１，２で、訪問介護や通所介護サービスのみを利

用していて、今後も同様のサービスを希望する人

●初めての申請で、明らかに要支援と判断できる人



番 号 流 れ 解 説

① 受付 ・事業対象者（チェックリストの該当者）になるためには、
原則、本人が直接窓口に来て相談

② 基本チェックリスト実施 ・受付窓口で実施、判定

③ 事業対象者判定 ・地域包括支援センターへ情報提供

④ 包括支援センターと面
談⇒サービスの提案

・包括支援センターが訪問
面談・環境等から必要な予防支援プランを提案

（⑤） 支援会議 ・予防プランをリハビリテーション職、管理栄養士等で検
証し、修正、提示

⑥ 介護予防ケアマネジメ
ント開始

・役場に、基本チェックリスト及び介護予防ケアマネジメ
ント届出。
・基本チェックリストの実施日、結果を登録。
・ケアマネジメントの届出をもって、事業対象者とし、
サービスの受給が可能に。

【注意事項】

① ４０歳から６４歳までの、２号被保険者については、特定疾病が起因で介護保険の相談があることから、すべて要

介護（支援）認定申請をおこなう。

② 要介護（支援）認定と、基本チェックリストを同時に行うことは阻まない。その際、介護予防ケアマネジメントの届出

により、総合事業のサービスを受給し、その後要介護と認定された日からは、介護給付を利用することとなる。



パターン 基本的な有効期間
（終了期限なし）

介護予防ケアマネジメント依
頼届出の種類

一般高齢者⇒サービス事業
対象者に移行した場合

基本チェックリスト実施日が
開始日

介護予防ケアマネジメント依
頼届出書

要支援者（または要介護者）
⇒サービス事業対象者に移
行（更新）

要介護（支援）認定終了日の
翌日から開始

介護予防ケアマネジメント依
頼届出書（総合事業のみの
利用の場合）

サービス事業対象者⇒要支
援者（または要介護者）に移
行した場合

要支援申請日から開始
（事業対象者終了日=要支援
申請日の前日）

居宅（介護予防）計画作成依
頼届出書（予防給付を利用
の場合）

要介護認定者⇒事業対象者
（状態が改善した場合）

基本チェックリスト実施日が
開始日

介護予防ケアマネジメント依
頼届出書

【注意】

①「基本チェックリスト判定による該当結果」のみでは、「事業対象者」と認められません。

同時に、介護予防ケアマネジメント依頼届出書の提出があって「事業対象者」と認められます。

②「事業対象者」の届出は、基本チェックリスト実施後、原則１月以内に行ってください。

③要介護（支援）認定更新手続きを基本チェックリストでの判定で行うことを希望する場合、認定期間終了前３０日か

ら基本チェックリスト判定が可能です。開始日は、認定終了日の翌日からとなります。



30000000 記 入 日 担 当 者

カサマツ　ハナコ

笠松　花子

性 別 男　・　女 記 入 者

NO

1 0.はい 1.いいえ

2 0.はい 1.いいえ

3 0.はい 1.いいえ

4 0.はい 1.いいえ

5 0.はい 1.いいえ

6 0.はい 1.いいえ

7 0.はい 1.いいえ

8 0.はい 1.いいえ

9 1.はい 0.いいえ ( ７ )

10 1.はい 0.いいえ ／

11 1.はい 0.いいえ 20

12

13 1.はい 0.いいえ
10/20

14 1.はい 0.いいえ
以上

15 1.はい 0.いいえ

16 0.はい 1.いいえ

17 1.はい 0.いいえ

18 1.はい 0.いいえ

19 0.はい 1.いいえ

20 1.はい 0.いいえ

21 1.はい 0.いいえ

22 1.はい 0.いいえ

23 1.はい 0.いいえ

24 1.はい 0.いいえ

25 1.はい 0.いいえ

基本チェックリスト
被 保 険者
番 号

平成２９年　３月　　２０日

氏 名 住 所 笠松町　　司町１

生 年
月 日

大
昭　１０年　　１月　　１日（　　　　８１歳）

自分　　・　その他
　　　　　　　（　娘　）

◎自分の健康（体や心）について、あてはまるものに○をつけてください。
　　１　とても健康である　　　２　　まあまあ健康である　　３　ふつう　　４　あまり健康でない　　５　健康でない

質　問　項　目 回　答 判　定

バスや電車で１人で外出していますか

日用品の買い物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

( ４)/5

3/5
以上

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１５分位続けて歩いていますか

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

６ヶ月間で２～３Kg以上の体重減少がありましたか ( １　)/2

2/2　身長　１５０　cm  　　体重　　　４０　Kg　　（ＢＭＩ＝　１７．８　　）（注）

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
(  １)/3

2/3
以上

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

週に１回以上は外出していますか ( ０ )/2
No.16
該当昨年と比べて外出の回数が減っていますか

周りの人から「いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか
( ２)/3

1/3
以上

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない

( ０)/5

2/5
以上

（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない

（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

□　チェックリストのほとんどの項目に該当する　→　要介護（支援）認定申請要。

（注）BMI=体重（Kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5未満の場合に該当とする

※介護予防事業または介護予防サービス等の利用にあたり、地域包括支援センターに情報提供いたします。

≪事務処理欄≫

判　　定

☑　チェックリスト該当　→　介護予防日常生活支援総合事業へ（裏面記入をお願いすること）

□　チェックリスト非該当　→　一般介護予防事業などのサービスへ

記入例

① No.1～２０までの２０項目のうち１０項目以上に該当

（複数の項目に支障）
② No.6～１０までの５項目のうち３項目以上に該当

（運動機能の低下）
③ No.11～１２の２項目のすべてに該当

（低栄養状態）
④ No.13～１５までの３項目のうち２項目以上に該当

（口腔機能の低下）
⑤ No.16～１７の２項目のうちNO.１６に該当

（閉じこもり）
⑥ No.18～２０までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当

（認知機能の低下）
⑦ No.21～２５までの５項目のうち２項目以上に該当

（うつ病の可能性）

介護予防・日常生活総合事業のガイドラインより

☞サービス事業対象者に該当する基準

①～⑦までのいづれかに該当し、

「介護予防ケアマネジメント依頼届出」を提出すれ
ば「事業対象者」として登録。

サービスは、上記該当項目にかかわらず、マネジメ
ントにより決定できる。



～総合事業切り替えのスケジュール～



経過措置期間

２７’ ２８’ ２９’

要

支

援

者

３０’法改正

平成29年4月1日からの認定期間の要支援認定者より移行。

総合事業を平成２９年４月1日開始

予防給付 （訪問介護・通所介護）

+新しい総合事業

既にサービスを受けている者

については事業移行後も必要

に応じて既存サービス相当の

サービスを利用可能とする。

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメージ）

介護予防日常生活支援総合事業の開始時期

要支援認定期間

新たな要支援認定期間

平成30年3月31日移行完了



具体的な移行と事業の位置づけについて

○認定有効期限が、平成２９年３月末以降の、要支援認定者から順次総合事業へ移行

（平成３０年２月末まで順次移行）

H29

3月 4月 5月 6月 7月 8月 ・・・

H30

1月 2月 3月 4月

新規認定者

更
新
申
請

有効期限
H29.3月末

有効期限
H29.8月末

有効期限
H30.２月末

更新

完全移行総合事業開始



２－④事業の基準と報酬



将来へ取り組むべき方向性

①将来への安心感
どんな状況になっても、住み慣れた町に住み続けられるという安心感
➡在宅医療・介護の連携強化
➡認知症施策の推進
➡地域全体で支える体制の整備 ⇒ 訪問型サービスB 通所型サービスＢ

②重症化予防
介護を必要になっても、それ以上状況が進行しない体制づくり
➡介護事業者の質の向上・意識改革
➡重症化予防を目的としたケアプラン作成＝ケアマネージャーの質の向上
➡一生涯にわたっての生きがい、社会的役割の維持、創設

③介護予防の推進
地域生活が継続できることを目的とした地域づくり
➡社会的役割の継続や創設＝高齢者の就労＝訪問型サービスＡ

介護ボランティアや教室サポーター、教室リーダーの養成
一般介護予防事業 通所型サービスＢ

➡地域ぐるみで介護予防＝一般介護予防事業
➡いったん悪くなっても復活できる手立ての創出

＝訪問型サービスC 通所型サービスC



介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
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

通所型サービス

その他の生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント

・第１号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に
関わる者

（対象）

・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

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護

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

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）

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）

③訪問型サービスB（住民主体による支援）
小さな手助け
笠松 等

サロン等

介護事業所

通所介護事業所 等

シルバー人材

(対象）

現行の介護予防訪問介護

現行の介護予防通所事業所

支援会議

各種体操教室、認知症予防教室など



①訪問型サービス

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）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 老計１０号の生活援助中心
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

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。

○現行相当サービスよりも
一般的な高齢者への生活支
援であり、資格も町の指定す
る研修修了者。簡易的に
サービス従業者になれる
○高齢者の就労促進（就労
によりより元気に）を目的

○住民主体での、「多様
なサービス」
○サービスの内容は、軽
微な生活支援（老計１０号
以外も含む）
○地域の支え合い活動

・自宅生活と、地域再デビューの
支援
・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

実施方法
事業者指定

（みなし指定事業者及び指定事業者）
委託

（シルバー人材センター）

補助
（いきいきふれあいサロン、
地域のつどいの場など）

委託

基準
運営

予防給付の基準を基本

【人員基準】
管理者 １（兼務可）
従業者 必要数
【資格】介護福祉士、介護職
員初任者研修修了者、3年以
上介護等に従事した介護職員
初任者研修等修了者及び町の
指定した研修修了者
【運営】現行相当と同様

【人員】
支援者：必要数
【運営】従事者の清潔の
保持・健康管理、従事
者又は従事者であった
者の秘密保持、事故発
生時の対応、廃止等の
届出と便宜の提供

機能訓練指導員・リハビリ専門
職、管理栄養士、保健師

サービス
提供者

訪問介護員（訪問介護事業者） 従業者 ボランティア
保健・医療の専門職
（介護事業者・町）

準備中



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）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 老計１０号の生活援助中心
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

単位 １回又は１月あたり １回あたり

単位数
単価

１単位=１０円（その他）

単価 別紙１のとおり

３０分未満 １，０００円
３０分以上１時間未満

１，８００円
車両加算（１回あたり）

２００円

・立上支援 １０，０００円
・運営支援
構成人数
５０人以下３０，０００円
５０人超 ５０，０００円

自己負担
額

１割または２割

３０分未満 １００円
３０分以上１時間未満

２００円
運営団体が設定

特記事項
・多様な組み合わせが可能なように、包
括単価のほか、１回あたりの単価も設定

・月１回以上の実施があ
ること

・全１号被保険者を対象
とするが、そのうち要支
援・事業該当者が１名以
上含まれていること。

準備中

訪問型サービスの単価



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 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

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。

○地域の通いの場に行ける方が
対象
○自分の暮らす地域の方と、顔の
見える関係性を保ち、自然と支援
者に見守られる安心した暮らしの
実現

・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 補助 委託

基準 予防給付の基準を基本
個人情報の保護等の
最低限の基準

現行の通所介護に準ずる

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者 ボランティア主体 通所介護事業者

人
員

・管理者※ 常勤・専従1以上
・生活相談員 専従1以上 ・看護職員 専従1以上
・介護職員 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に専従0.2以上
・機能訓練指導員 1以上
※支障がない場合、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

・従事者 必要数

・管理者※ 専従1以上
・従事者～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人
に必要数

※ 支障がない場合、同一敷地内の他事業
所等の職務に従事可能。

運
営

・個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康管理 ・秘密保持等
・事故発生時の対応 ・廃止等の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

・従事者の清潔の保持・健康管理
・従事者又は従事者であった者の秘密
保持
・事故発生時の対応
・廃止等の届出と便宜の提供

・従事者の清潔の保持・健康管理
・従事者又は従事者であった者の秘密
保持
・事故発生時の対応
・廃止等の届出と便宜の提供

準備中

②通所型サービス



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 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

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

単位 １回又は１月あたり

単位数
単価

１単位=１０円（その他）

単価 別紙１のとおり

・立上支援 ５０，０００円
・運営支援

１回あたり ２，５００円

自己負担額 １割または２割 運営団体が設定

特記事項
・多様な組み合わせが可能なように、包括単価のほか、
１回あたりの単価も設定

・１回あたりの実施で、参加者に要
支援認定者又は事業対象者が１
名以上含まれていること。
・月１回以上の実施

準備中

通所型サービスの単価



③区分支給限度額について
現行の給付では、介護予防サービス等に係る費用について、要支援１から要介護５までのそれぞれの介護の必
要の程度に応じ、それぞれサービス費の支給を受けることができる限度（支給限度額）が規定されている。

支給限度額

（単位）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

5,003 10,473 16,692 19,616 26,931 30,806 36,065

事業対象者に係る給付管理の対象サービス及び区分支給限度額

サービス利用パターン 給付管理の対象サービス 支給限度額

事業対象者 総合事業のみ
指定事業者のサービスの
み

5,003単位
（要支援1相当）

※例外的に10,473単位
（退院直後で集中的に
サービスを利用すること
が自立支援につながると
考えられるようなケース
等）

要支援1

予防給付のみ

予防給付のサービス
総合事業のうち、指定事
業者のサービス

5,003単位

予防給付+総合事業

総合事業のみ

要支援2

予防給付のみ 10,473単位

予防給付+総合事業

総合事業のみ



介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
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

通所型サービス

その他の生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント

・第１号被保険者の全ての者
・その支援のための活動に
関わる者

（対象）

・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

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

①訪問介護

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

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）

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）

③訪問型サービスB（住民主体による支援）
支え合い
サポーター

サロン等

介護事業所

介護事業所

シルバー人材

(対象）

現行の介護予防訪問介護

現行の介護予防通所事業所

支援会議

各種体操教室、認知症予防教室など



元気度

回復期

利用の流れ

いきいきふれあいサロン・住民主体型介護予防教室（脳トレ）

現行相当通所介護通所型サービスC

ＡＤＬ低下からの脱却

（3か月～6か月）

体力づくり・ＡＤＬ

向上（6か月～ ）

体力・ＡＤＬの維持

（継続的参加）

元気維持期

集中回復期

一般介護予防教室

転倒予防教室

貯筋くらぶ

骨コツストレッチ

ふれあいひろば・認知症予防教室

包括的支援事業（認知症施策） ふれあい喫茶（認知症カフェ）

老人クラブ活動

各種団体・サークル（公民館等）

PTによる回復教室（仮称）予防給付

②一般介護予防事業



【対象】

・１号被保険者（笠松町の保険証を持っている６５歳以上の方）の誰でも対象。

・６５歳以上でなくとも、教室の支援を行ったり、ボランティアとして養成講座などに参加する方

内　容

会　場

時　間

持ち物 参加費

４月 ７月

５月 ８月

６月 ９月

内　容

会　場

時　間

持ち物 参加費

４月 ７日（金） ５月 １１日（木） ６月 ２日（金）

７月 ７日（金） ８月 　４日（金） ９月 １日（金）

１９日（金）

無　　料

無料

２１日（金）

１８日（金）

　１日（金）

２１日（金）

日　程

音楽を利用して「こころ」と「からだ」の健康づくりを支援します。

【認知症予防ゲーム～ふれあい喫茶と同時開催～】

「シーツ玉入れ」、「じゃんけんたすき」など認知症予防に役立つゲームを行います。

午後１時３０分～３時１５分　

　２日（金）

福祉健康センター（長池）

福祉健康センター（長池）

飲み物

午前１０時１０分～１１時２０分　

こころがふれあう介護予防事業

日　程

【ふれあいひろば～音楽を利用して楽しいひとときを過ごす憩いの場～】

飲み物・タオル



内　容

会　場

時　間 参加費

持ち物

４月 ７月

５月 ８月

６月 ９月

内　容

会　場

時　間 参加費

持ち物

４月 ７月

５月 ８月

６月 ９月

内容

会　場

持ち物 参加費

午前の部 時　間

４月 ７月

５月 ８月

６月 ９月

午後の部 時　間

４月 ７月

５月 ８月

６月 ９月 　６日（水）　１９日（火）

　４日（火）　１８日（火）

　９日（火）　３０日（火）

　６日（火）　２０日（火）

バランススティック、踏み台等を利用したストレッチや筋力アップ体操を行います。

　６日（水）　２０日（水）

　５日（水）　１９日（水）

１０日（水）　２９日（月）

　７日（水）　２１日（水）

午後１時３０分～３時１５分

１２日（水）　２６日（水）

１７日（水）　３１日（水）

１４日（水）　２８日（水）

１２日（木）　２６日（水）

７日（木）　２１日（木）

　６日（木）　２０日（木）

１１日（木）　２６日（金）

【転倒予防教室～ウォーキングも実施～】

  １日（木）　１５日（木）

無料

午前９時３０分～１１時１５分

　５日（水）　１９日（水）

福祉健康センター　（長池）

日　程

　６日（木）　２０日（木）

３日（木）　１７日（木）

日　程

　【体操経験者・年齢相応の体力の方向けの教室】

　【初心者・体力に自信のない方向けの教室】

イスに座った状態で行うストレッチや体操です。

　４日（火）　１８日（火）

　１日（火）　２９日（火）

　２日（水）　２３日（水）日　程

◎体を動かす介護予防事業

【貯筋（ちょきん）くらぶ～筋力アップ教室～】※午前の部又は午後の部どちらか一方の参加になります。

午前１０時～１１時３０分

午後1時３０分～３時１５分

【骨（こつ）こつストレッチ～畳の上で行うストレッチ～】

畳の上に座ったり横になったりした状態で行うストレッチや体操です。※イスは使用できません。

日　程

福祉会館２階（東陽町）※エレベーターがありませんので、階段をご利用ください。

総合会館　（中野）

上履き・飲み物・タオル

無料

　９日（水）　３０日（水）

１３日（水）　２７日（水）

無料

飲み物・タオル

飲み物・タオル

午前・午後同様の体操
午後は参加人数にゆとりがある



平成２９年度からの

介護予防ケアマネジメントの実際

笠松町地域包括支援センター

４ 介護予防ケアマネジメント

資料３



予防給付から総合事業へ

平成２８年度 平成２９年度

要支援者

予防給付

要支援者から事業対象者へ
訪問型・通所型サービスのみ利用

更新

基本チェックリストで判定

要支援者
今も今後も予防給付を利用

総合事業

①

②



どう変わる？
１．現行の要支援者は、大きく変化することは

ありません。

〇従来どおりの介護保険事業所による

介護予防サービス提供をスライド

要支援者
介護予防
訪問介護

総合事業
みなし指定

予防
給付

総合
事業

同じ事業所

訪問
サービス

報酬単価は
同じ



今後は？ 介護予防マネジメント

① 予防給付のみを利用する対象

⇒ 訪問看護や福祉用具等

② 予防給付と総合事業の両方を利用

⇒ 訪問型サービス

③ 総合事業のみを利用する対象

⇒ 訪問型サービス・通所型サービス

３つに類型化される

予防給付

総合事業
介護予防支援事業

報酬単価は変更なし



さらに変化 訪問・通所サービス

従来の事業所により
サービス提供

対象者 基準緩和の
セミプロによりサービス提供

住民主体の
ボランティアによりサービス提供

訪問型・通所型サービス

A

B

C
専門職の協力な関与による
短期集中型サービス

支援者

アセスメント

みなし

対象者の状態に
合わせて
それぞれの主体に繋げる

ケアマネジメントの類型化



ケアマネジメントの類型化

みなし・C型

従来のケアマネジメント

A型

必要に応じて担当者会議等の簡素化

B型 初回のみつなげる 等

１

２

３



５ 事業所指定について

資料４



総合事業での指定なし

平成29年4月以降に、総合事業を行うのであれば、指定申請の必要あり。

総合事業の指定を受けたとみなされる（平成３０年３月末までの有効期間）

※みなし指定を受けた事業者について、平成３０年４月以降も事業を継続する場合に
は、市町村から総合事業の指定の更新を受ける必要がある。
⇒平成30年3月31日までに指定を受ける必要があり。（期限の切れる1月前までに申
請）

みなし指定の有効期限
（平成２７年３月３１日までに介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けて

いた事業所）

総合事業の事業所指定

平成２７年４月１日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所



　　　（宛先）笠松町長

所在地

申請者 名　称 印

代表者

第１号様式（第３条関係）

笠松町介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書

年　　　月　　　日

事業所所在市町村番号※

　　　第１号サービス事業の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

(　　　）(　　　）

法人の所轄庁

フリガナ

氏名

介護保険事業所番号（既に指定又は許可を受けている場合のみ記入してください）

医療機関コード等

　（〒　　　　－　　　　）

　（〒　　　　－　　　　）

　（〒　　　　－　　　　）

同

一

所

在

地

内

に

お

い

て

行
う

事

業

又

は

施

設

の

種

類

事

業

所

名　　称

所在地

連絡先

指定（許可）年月日

指

定

第

１

号

事

業

電話番号

役職名

FAX番号申

請

者

フリガナ

名　　称

主たる事務所の所

在地

連絡先

法人の種類

代表者の（開設

者）役職名・氏名

代表者（開設者）

の住所

フリガナ

電話番号 (　　　） FAX番号

実施事業 事業開始予定年月日

(　　　）

第１号様式　　：　　添付書類

1 申請者（開設者）の定款の写し及びその登記簿の謄本（登記事項証明書）の原本又は条例等

2 法人役員名簿

3 賃貸借契約書の写しまたは、建物の登記簿の謄本（登記事項証明書）の原本

4 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

5 従業者の資格証の写し　雇用が確認できる書類の写し

6 実務経験証明書（原本）　※ヘルパー２級及び介護職員初任者研修のサービス提供責任者のみ

7 管理者・サービス提供責任者経歴書

8 事業所の平面図

9 事業所の写真

10 運営規定（料金表含む）

11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

12 当該申請に係る事業に係る資産の状況（直近の決算書等）

13 損害保険証書等

14 法人代表者等誓約書

15 管理者誓約書

16 第１号事業支給費算定に係る体制に関する届出書

17 第１号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表

18 チェック表及び誓約書等の添付書類（加算を算定する場合のみ）

左記、第1号様式に、上記添付書類を添えて提出。

４月１日から総合事業サービス提供をする場合、
３月１５日までには、健康介護課に提出。
（期限が難しい場合は、相談ください。）

★電子データで様式をお渡しします。



６ 開始に伴う準備

資料５



① 契約について
総合事業のサービス提供には，「利用者との契約」及び「重要事項説明書の交付・説
明・同意」が必要となります。
※現在の介護予防支援の提供に係る契約は，総合事業における「介護予防ケマネジメ
ント（第1号介護予防支援事業）」には適用されません。

○総合事業のみのサービス利用の場合
平成２９年４月１日までに，変更契約や重要事項説明の変更等の手続が必要です。
変更契約において「介護予防支援」とあるものを「介護予防支援又は第1号介護予防支援事
業」と読み替え，「介護予防サービス計画」とあるものを「介護予防サービス計画又は第1号
介護予防支援事業に係るケアプラン」と読み替える等，総合事業の実施の影響を受ける箇所に
ついて原契約を総合事業の文言に読み替える変更契約等を行った場合には，介護予防支援又は
介護予防ケアマネジメントのどちらの場合も有効な契約となります。（平成３０年３月末ま
で）平成３０年４月以降は、「第1号介護予防支援事業」、「第1号介護予防支援事業に係る
ケアプラン」のみとなります。

○予防給付のサービスを利用の場合
現行の契約のままでも当面は支障ありませんが，予防給付サービスの利用を停止した場合は，
介護予防ケアマネジメントに切り替わる可能性があり，その際には介護予防支援の提供に係る
契約は，総合事業における「介護予防ケマネジメント（第1号介護予防支援事業）」には適用
されません。

既に要支援認定を受け，サービスのみを利用している方

総合事業に関する事項が記載された新しい契約書で契約を締結する必要があります。

新たにサービスを利用する方で総合事業のサービスのみを利用する場合



重要事項説明書内の、サービス費用単価の追記

月包括単価 + 各種加算
⇓

月包括単価 + １回あたりの単価 + 各種加算

サービス内容 算定項目 単位数 算定単位

訪問型サービスⅠ
事業対象者
要支援１，２

週１回程度 1,168単位

1月につき訪問型サービスⅡ 週２回程度 2,335単位

訪問型サービスⅢ 要支援２ 週２回を超える程度 3,704単位

訪問型サービスⅣ 事業対象者、要支援１，２
（１月の中で全部で４回まで）

週１回程度 266単位

1回につき
訪問型サービスⅤ 事業対象者、要支援１，２

（１月の中で全部で６回から８回まで）
週２回程度 270単位

訪問県サービスⅥ 要支援２
（１月の中で全部で９回から１２回まで）

週２回を超える程度 285単位

●訪問型サービス



●通所型サービス

サービス内容 算定項目 単位数 算定単位

通所型サービス１ 事業対象者、要支援１ 1,647単位

1月につき
通所型サービス２ 事業対象者、要支援2 3,377単位

通所型サービス
１回数

事業対象者、要支援１
1月の中で全部で4回まで 378単位

1回につき
通所型サービス

２回数
事業対象者、要支援2

1月の中で全部で5回から8回まで 389単位

部分を追記



② 介護予防ケアマネジメント依頼届出の提出

４月１日以降

○予防給付のみ
⇒介護予防支援の継続 （届出不要）

○予防給付＋総合事業
（第１号訪問事業、第１号通所事業）

⇒介護予防支援の継続 （届出不要）

○総合事業のみ
⇒介護予防ケアマネジメントに変更 （届出要）

速やかに 提出を！

届出省略可能⇒不要
平成27年1月9日付ＱＡ第４問６より



要介護（支援）認定更新の６０日前をめどに、更
新の案内をご本人に郵送で勧奨してきましたが、
平成２９年４月以降（平成２９年５月末までの認
定期間の方以降）更新案内を行いません。居宅介
護支援事業者には、「受給資格等の確認」「要介
護認定に係る申請の援助」を業務として位置付け
ているので、本人または、ご家族と有効期限を確
認の上、更新手続きを取って頂きますようお願い
します。

要介護・要支援認定更新のお知らせについて


