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平成29年２月１日
高取町福祉課
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資料１



総合事業の目指すもの
要支援者等に係るサービス提供については、町が中心と
なって地域の資源を活用し、高齢者を中心とした住民が参
加したサービス提供主体の多様化を推進し、効率的で効
果的なサービス提供体制を推進するとともに、一般介護予
防事業については、地域において積極的・主体的に介護
予防に取り組む体制を構築し地域の高齢者の生きがい・
健康長寿の延伸に資する介護予防を推進する。
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認定に至らない高齢者の増加

効果的なケアマネジメントと自立
支援に向けたサービス展開によ
る要支援状態からの自立の促
進や重度化防止の推進等

費用の効率化にもつながる
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高取町の総合事業移行
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平成２９年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

総
合
事
業
全
面
移
行

予防訪問介護・予防通所介護の
すべてが総合事業に変わります。



高取町介護予防・日常生活支援事業 <訪問サービス>

予防給付

実施時期 平成２9年3月末まで 平成２9年4月開始 未定 未定 未定 未定

サービス種別 介護予防訪問介護
①現行相当

訪問介護サービス

②生活援助型訪問サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）

③訪問家事支援サービス（A型）

（緩和した基準によるサービス）

④訪問型サービスＢ

（住民主体による支援）

⑤訪問型サービスＣ

（短期集中予防サービス）

サービス内容 生活援助型訪問介護A(生活援助のみ） 生活援助(掃除のみ）
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

実施方法 事業者指定 事業者指定 事業者指定 委託 補助（助成） 委託

基準 国が示す基準 予防給付の基準を基本とする 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 訪問介護員等（訪問介護事業者） ボランティア主体 保健・医療の専門職

利用料 負担割合に基づき１割または２割負担 なし なし

対象者像

・身体介護のみ利用している

・身体介護と生活援助を混合し

て利用している

・その他 認知症や不適切な介

護状況にあるなど特別な配慮が

必要である場合

サービスコード
新たなコード

種類コードA1または A２
－ －

ケアマネジメント 介護予防支援 ケアマネジメントA ケアマネジメントＡ ケアマネジメントB ケアマネジメントC ケアマネジメントA

限度額管理の有無 限度額管理の対象・国保連で管理 － － －

事業所への支払方法 国保連経由で審査・支払い － －

給付制限 対象 － － － －

負担割合に基づき１割または２割負担

限度額管理の対象・国保連で管理

国保連経由で審査・支払い

総合事業

訪問介護員による身体介護、生活援助

訪問介護員（訪問介護事業者）
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高取町介護予防・日常生活支援事業 <通所サービス>

予防給付

実施時期 平成２9年3月末まで 未定 平成２9年4月開始 未定
未定

サービス種別 介護予防通所介護 ①現行相当通所介護サービス
②通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）

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
通所介護事業従事者等による

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

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

実施方法 事業者指定 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 委託

基準 国が示す基準
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 ボランティア主体 保健・医療の専門職

利用料 なし なし

サービスコード
新たなコード

種類コードA６

新たなコード

種類コードA7

ケアマネジメント 介護予防支援 ケアマネジメントA ケアマネジメントA ケアマネジメントC ケアマネジメントA

限度額管理の有無 － －

事業所への支払方法 － －

給付制限 対象 － － －

負担割合に基づき１割または２割負担

総合事業

通所介護事業従事者による

生活機能の向上のための機能訓練

国保連経由で審査・支払い

限度額管理の対象・国保連で管理

通所介護事業者

予防給付の基準を基本とする

－



サービス利用の流れ

出典：厚生労働省
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利用者区分 サービス利用パターン例 ケアマネジメント代 支給限度額

事業対象者

事業（訪問介護）のみ

介護予防ケアマネジ
メント費

５，００３単位事業（通所介護）のみ

事業（訪問介護と通所介護）

要支援１

給付のみ

介護予防支援費

５，００３単位
給付＋

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

事業（訪問介護と通所介護）
介護予防ケアマネジ

メント費

要支援２

給付のみ

介護予防支援費

１０，４７３単位
給付＋

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

事業（訪問介護と通所介護）
介護予防ケアマネジ

メント費

区分支給限度額
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住所地特例

総合事業は、平成29 年3 月末まで、市町村ごとに事業実施の猶予を認めることとしてい
ることから、住所地特例対象者においては、保険者市町村と施設所在市町村で、受ける
ことができるサービスが異なることがあります。その場合においては、住所地特例対象者
が円滑にサービスを利用することができるよう下表のとおり施設所在市町村の状況に合
わせて、利用することができます。
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保険者市町村の状
況

施設所在市町村の状況

給 付 給 付

給 付 総合事業

総合事業 給 付

総合事業 総合事業

住所地特例対象者が利用
できるサービス

給 付

総合事業

給 付

総合事業



サービス種別による受入れ可能な利用者
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サービス分類 サービス種別等 受入可能な利用者

居宅介護サービス 通所介護・訪問介護等 住所地に関係なく全ての被保険
者

介護予防サービス 旧介護予防訪問介護
旧介護予防通所介護等

住所地に関係なく全ての被保険
者

総合事業のサービス 総合事業のサービス 原則
①高取町の被保険者

②高取町に住民票のある住所
地特例対象者



第１号 訪問事業について
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•現行相当とは （P14）

•平成29年4月からの予防訪問型サービスについて（P15）

•現行相当Ａ１、Ａ２の違いについて（P16）
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介護予防訪問介護費（Ⅰ）・・・・・１１６８単位

介護予防訪問介護費（Ⅱ）・・・・・２３３５単位

介護予防訪問介護費（Ⅲ）・・・・・３７０４単位

現在
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現行相当とは！！？

現行・・・現在行われている制度

相当・・・その物事とほぼ等しい程度

現行相当Ａ１・Ａ２ 現在のサービスの
料金などとほぼ等しい程度のサービス

14



訪問型サービス（第１号訪問事業）

・①予防訪問介護（Ａ１みなし Ｈ２７年３月３１日までの指定）現在の
訪問介護相当
（現行相当）

多様な
サービス

・②予防訪問介護型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）

・③予防訪問介護型サービスＢ（住民主体による支援）

・④予防訪問介護型サービスＣ（短期集中予防サービス）

・⑤予防訪問介護型サービスＤ（移動支援）

・①予防訪問介護（Ａ２独自 Ｈ２７年４月１日以降に指定）
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サービス名 種類 項目 事業所の登録時期

予防訪問介護相当サービス

（みなし）

Ａ１ １１１１
Ｈ27年３月３１日までに事業所指

定を受けている事業所

予防訪問介護相当サービス

（独自）

Ａ２ １１１１
Ｈ27年４月１日以降に事業所指定

を受けている事業所

現在の訪問介護相当 （現行相当）
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指定等の基準

旧介護予防訪問介護と同一の内容を、総合事業の
サービスとして規定

➡ 指定・人員・設備・運営基準等もこれまで通り

予防訪問介護相当サービス
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訪問型サービスの人員基準
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予防訪問介護相当サービス
管理者

常勤専従１人（条件付きで兼務可）

サービス提供責任者
４０人毎に１人（常勤専従１人以上）

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（介
護職員実務者研修修了者、介護職員基礎研
修修了者、ヘルパー１級修了者を含む）、看護
師、准看護師、保健師、のいずれかの資格取
得者 ※訪問介護や定期巡回、夜間
対応型との兼務は支障がない範囲で可能

訪問介護員等 常勤換算２．５人以上
上記サービス提供責任者と同様、又はヘル
パー２級修了者のいずれかの資格取得者



予防訪問介護相当サービスの単位・対象者①
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ｺｰド サービス名 　回数等 サービス時間 単位 対象者

1111 訪問型サービスⅠ 週１回程度（５回） 1168単位（１月につき）

2411 訪問型サービスⅣ 週１回程度（１～４回まで） ２６６単位（1回につき）

1211 訪問型サービスⅡ 週２回程度（９回以上） 2335単位（１月につき）

2511 訪問型サービスⅤ 週２回程度（５～８回まで） 2７０単位（1回につき）

1321 訪問型サービスⅢ 週２回を超える（１３回以上） ３７０４単位（１月につき）

2621 訪問型サービスⅥ 週２回を超える（９回～１２回まで） ２８５単位（1回につき）
事業対象者・要支援２

事業対象者・要支援１

要支援２
１回につき４５分以上



予防訪問介護相当サービスの単位・対象者②
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※事業対象者のサービスは、原則、要支援１相当です。

※各種加算・減算（初回加算、生活機能向上連携加算、介護職員処
遇改善加算Ⅰ～Ⅳ、サ責減算、同一建物減算など）は給付と同一。

　ｺｰド サービス名 　回数等 サービス時間 単位 対象者

1411 訪問型短時間サービス 1月につき２２回まで 1回につき２０分未満 １６５単位（１回につき） 事業対象者・要支援１・要支援２



訪問型短時間サービスについて

①排泄介助、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用
者の生活にとって必要な短時間の身体介護を想定しています。
単なる本人の安否確認や健康チェックのみでは利用不可です。

②１日に複数回利用する必要がある際は、必ず２時間以上間
隔をあけてください。

③最低でも週１回程度の訪問が必要とされた方に対する支援
を想定していますので、適切なケアマネジメントをお願いし
ます。
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第１号通所事業について
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通所型サービス類型

サービス種別
②通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）

サービス内容
通所介護事業従事者等による
運動・レクリエーション等

実施方法 事業者指定

基準 予防給付の基準を基本とする

サービス提供者 通所介護事業者

利用料 負担割合に基づき１割または２割負担

サービスコード 種類コードA7（新たなコード）

ケアマネジメント ケアマネジメントA

限度額管理の有無 限度額管理の対象・国保連で管理

事業所への支払方法 国保連経由で審査・支払い

給付制限 －
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使用するコードは
Ａ７ 介護予防通所介護サービスA
（独自/定率）のサービスコード

になります。
※このコードの使用により算定方法が、包括払いと、利用回
数に応じた算定となります。

サービスコードについて
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サービスコードについて

A７ 通所型サービス（独自／定率）サービスコード表

サービス内容略称 算定項目
合成

単位数
算定
単位

介護予防通所介護サービスＡ（独自）
サービスⅠ１

イ 通所型
サービス費
（独自）

事業対象者・要支援１（包括払い）
※1月の中で全部で５回以上払い

1,647単位 1,647 １月につき

介護予防通所介護サービスＡ（独自）
サービスⅡ２

事業対象者・要支援２（包括払い）
※1月の中で全部で9回以上払い

3,377単位 3,377 １月につき

（新）介護予防通所介護サービスＡ
（独自）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 378 １回につき

（新）介護予防通所介護サービスＡ
（独自）サービス２回数

事業対象者・要支援２
※１月の中で全部で１回から８回ま
で

389単位 389 １回につき
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サービスコードについて

算定項目 算定単位

サービス提供体制強化加算 １月につき

介護職員処遇改善加算 １月につき
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（従業者の員数）
〇生活相談員：１以上

指定介護予防通所介護サービスＡの提供日ごとに、指定介
護予防通所介護サービスＡを提供している時間帯に生活相談
員（専ら当該指定介護予防通所介護サービスＡの提供に当た
る者に限る。）が勤務している時間数の合計を、当該指定介護
予防通所介護サービスＡを提供している時間帯の時間数で除
して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数

人員に関する基準
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〇看護職員又は准看護職員
(以下「看護職員」という）

指定介護予防通所型サービスＡの単位ごとに、専ら当該指
定介護予防通所介護サービスＡの提供に当たる看護職員が１
以上確保されるのに必要と認められる数。

人員に関する基準
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〇介護職員：１以上

指定介護予防通所介護サービスＡの単位ごとに、当該指定
介護予防通所介護サービスＡを提供している時間帯に介護職
員（専ら当該指定介護予防通所介護サービスＡの提供に当た
る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定介
護予防通所介護サービスＡを提供している時間数（以下「提供
単位時間数」という。）で除して得た数が利用者の数が１５人ま
での場合にあっては１以上、利用者の数が１５人を超える場合
にあっては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加
えた数以上確保されるために必要と認められる数

人員に関する基準
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〇介護職員

介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定
介護予防通所介護サービスＡの単位の介護職員として従事す
ることができるものする。
（生活相談員・介護職員の１人以上は常勤とする。）

人員に関する基準
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〇機能訓練指導員：１以上

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓
練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所介護
サービスＡ事業所の他の職務に従事することができるものとす
る。

人員に関する基準
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当該指定介護予防通所介護サービスＡ事業所の利用定員（当該指定
介護予防通所介護サービスＡ事業所において同時に指定介護予防通
所介護サービスＡの提供を受けることができる利用者の上限をいう。）
が１０人以下である場合

看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通所介護サービスＡ
の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護サービスＡを提供している
時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定介護予防通
所介護サービスＡの提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の
合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必
要と認められる数とすることができる。

人員に関する基準
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指定介護予防通所介護サービスＡ事業者は、指定介護予防通所介護
サービスＡの単位ごとに、介護職員（利用定員が１０以下の場合にあっ
ては、看護職員又は介護職員。）を、常時１人以上当該指定介護予防
通所介護サービスＡに従事させなければならない。

人員に関する基準
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〇管理者：常勤・専従1人以上

管理者は支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業
所等の職務に従事可能。

人員に関する基準
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〇食堂及び機能訓練室(3㎡×利用定員以上)
〇静養室、相談室、事務室
〇消火設備その他の非常災害に必要な設備
〇提供に必要なその他の設備及び備品
※通所介護等と一体的に運営する場合、通所介護等の基
準を満たし、通所介護等に支障がない場合については、通
所介護等の設備・備品等を使用することができる。

設備に関する基準
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事業所指定について
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みなし指定について①（現行相当）

• この事業所は、平成２７年４月１日に介護予防・日常生活支援
総合事業の指定事業者として既にみなされています。

（みなし手続は不要。全国共通）

みなし期間：平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日迄

※それ以降は各市町村が指定します。
37

平成２７年３月３１日迄に都道府県より介護予防の指定を
受けた訪問介護事業所



みなし指定について②（現行相当）

平成２７年4月１日以降に都道府県より介護予防の指定を
受けた訪問介護事業所

• この事業所は、みなし指定事業所ではありません。

各市町村の総合事業の現行相当サービス開始時に、各市町村
が指定する必要があります。
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事業所指定（訪問介護）

介護予防通所介護相当サービス（みなし）

A6
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サービス ｺｰﾄﾞ 指 定

介護予防訪問介護相
当サービス（みな
し）

A1 不要 みなし指定の期間は平成30年3月まで。平成
30年4月以降は、更新が必要。

介護予防訪問介護相
当サービス（新規）

A2 要 平成27年4月以降に指定を受けられた事業所
は、事業所指定の申請と事業費算定届を指定
を受ける市町村に提出します。



事業所指定（通所介護）
サービス ｺｰﾄﾞ 指 定
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介護予防通所介
護サービスA
（既存）

A７ 不要 各市町村に事業費算定届を提出しま
す。

介護予防通所介
護サービスA
（新規）

A７ 要 平成27年4月以降に指定を受けられ
た事業所は、事業所指定の申請と事
業費算定届を高取町福祉課に提出し
ます。



指定の有効期限
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サービス種別 有効期限

介護事業所 指定を受けてから６年毎に更新

旧予防訪問(通所)介護事業所 平成30年3月31日まで。その後は自動的に廃止

総合事業のみなし指定事業所の介護予防訪
問介護相当サービス

平成30年3月31日まで有効期限あり。継続の場合は事前
に指定申請が必要。

総合事業のみなしを受けていない事業所の介
護予防訪問介護相当サービス

指定を受けてから６年毎に更新

介護予防通所介護サービスA
新規事業所は指定を受けてから６年毎に更新。 みなし
指定の事業所は、平成30年3月31日まで有効期限あり。
継続の場合は事前に指定申請が必要。



指定のスケジュール

指定等申請書類の受付は平成29年2月1日より、高取町
福祉課にて受付開始予定。

42

指定の流れは、通常の介護の指定と同様。
指定を受けたい月の前々月の末日までに提
出が必要。ただし土日祝日の場合は、直前
の営業日の営業時間まで
（例)平成29年4月1日に指定を受けたい場
合は、平成29年2月28日まで



指定申請等に関する留意点について①
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提供するサービス 指定権者（指定申請等提出先）

介護給付

訪問介護
奈良県

通所介護

地域密着型通所介護 各市町村

予防給付
介護予防訪問介護

奈良県

介護予防通所介護

総合事業
介護予防訪問介護相当サービス

各市町村

介護予防通所介護サービスA



指定申請等に関する留意点について②
● 毎月の月末は指定申請が集中するため、各指定を受ける場合
は、事前に電話予約をした上で窓口にて早めの申請をお願いしま
す 。

⇒ 必要書類が締切日に揃わなかった場合は、指定が１ヶ月以
上遅れる場合があります。また郵送による申請は不可です。

● 様式は市町村で基準等が異なるため、必ず該当市町村の様式
をご使用ください 。

● 緩和したサービスである介護予防通所介護サービスAについて
は、市町村で指定基準や人員等の基準が異なるため、市町村の緩
和したサービスの指定を受ける場合は、必ず事前に各該当市町村
に確認をしてください。
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定款について
「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」が総合事業に移行されること
に伴い、該当する事業所においては事業の根拠となる法人としての定款変更が
必要となります。これについては各法人でご対応ください。

(1) 平成 30 年 3 月 31 日までは、事業所では「介護予防訪問介護」、「介護
予防通所介護」と総合事業を併用し実施する可能性があるため、新規に双
方のサービスを指定するためには２種類の記載が必要となります。

「介護保険法に基づく介護予防訪問（通所）介護又は第一号訪問 （通所）

事業」

※「みなし指定の場合（コードA1）」
その期間は、当該事業所に定款を求めることはありませんが、みなし指定の有
効期間以降は、事業者は各市町村が定める指定基準により指定の更新を受けな
ければならず、この更新までに定款への記載をしておく必要があります。ない
場合は指定できません。
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契約書等について

契約書、重要事項説明書等については、サービス名称変更が必要で
す。

介護予防訪問（通所）介護 → 第一号訪問（通所）事業

平成２９年３月末までに各事業所が利用者とサービス利用の契約が
出来るよう、各書類を見直し、適正に契約行為が行なえるよう各自
書類整備をお願いします。

※高取町は平成２9年4月から総合事業を開始しますが、近隣の他市
町村は同様ではありません。各市町村ごとに開始時期が異なるため、
平成３０年３月３１日までは介護予防、総合事業どちらのサービス
提供の契約も出来るように書類整備をすることをお勧めします。
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