
介護予防・日常生活支援   

総合事業説明資料

※ 本資料は、「地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の市町村による円滑な実施向けた調査研究事

業」「新しい総合事業の移行戦略」平成 27年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進
等事業）及び「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」より一部引用、転載しています。

    ぜひホームページ等で御一読ください。（厚生労働省ＨＰ及び三菱UFJリサーチ＆コンサルティングＨＰ）

  ※ 今回の資料は、現在検討している内容（案）であり、今後内容が変更することがあります。

平成２７年１２月２２日（火） 

天草市役所 健康福祉部 高齢者支援課 



１ 介護予防・日常生活支援総合事業の背景について 

（１）団塊世代（第一次ベビーブーム 昭和 22 年～24 年生まれ 現在 66～68 歳※１）の人たちが、医療

や介護のリスクが高まる75歳以上に達する10年後には現在での社会保障制度の仕組みでは支えきれな

いことが予想されており、制度の仕組みを見直す必要が出てきている。 

   ※１ 天草市平成 22 年 10 月国勢調査による「人口ピラミッド」 別紙参照 

 （２）ニーズの増大と担い手の減少 

    全国と天草市の医療や介護のリスクが高まる 75 歳以上（上線：赤線）とそれを支える担い手 15 歳～

64 歳（下線：青線）の推計（2010 年を 100 とした場合）をみてみると、天草市は全国とは異なった推

計となっている。 

◆ 後期高齢者人口は横ばい 

◆ 担い手が急速に減少する⇒専門職が急速に減少することが予測される 

◆ 生活支援ニーズの高い単身世帯・高齢者のみ世帯が増加傾向である 
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平成22年国勢調査
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「団塊の世代」
1947～1949
H22:61歳～63歳
現在H25：64歳～66歳

前期高齢者（1号被保険者）
認定率（認定者/高齢者人口）

1.4％

後期高齢者（1号被保険者）
認定率（認定者/高齢者人口）

18.5％

40歳：介護保険料支払年齢

2号被保険者（40～64歳）
認定率（認定者/40～64歳人口）

０．４％

少子化！！
年金・医療・介護など社会保障制度を
支える世代の先細り

団塊世代ジュニア
団塊世代を支える中心
世代！！【1970年代】

H22：31～40歳
現在H25:34～43歳

2025年
団塊世代が75
歳以上とな
る！
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  健やか生きいきプラン（平成 27年度～平成 29 年度）ｐ116 において、要介護認定者数は平成 37 年にお

いては減少傾向がみられるものの、今後 10 年間は増加することが推計される。これに伴い、介護サービス

の利用者も増加し、平成 32 年には標準給付見込額で１１０億円を超えることが予測される。 

○「人口減少社会」による 

○「担い手不足」の中で 

○「増大する地域のニーズ」に応える方法・・・・ 

１．活動的生活の継続による「介護予防の強化！！」 

２．専門職以外の「生活支援の担い手の確保！！」 

                                      しかありません！ 

（「新しい総合事業の移行戦略」セミナーより） 

３ 介護予防の取り組み～「通いの場」「居場所」～地域づくり 

 （１）平成 18年度から実施している二次予防事業の大幅なみなおし 

    ○費用効果が低い  ：  参加率は高齢者人口の 0.9％（目標 5%） 

    ○本当に必要な高齢者の把握が不十分 

    ○事業参加率が低い ：  サービスが筋力トレーニングなどに偏り、取り組みに関心を持てない高

齢者を促すことができなかった。 

天草市では、二次予防事業を委託したある法人の卒業生は、参加意欲が高まり、継続の必要性を 

感じて次々に自ら運動継続グループを作り取り組んでいるところもある。（本来の事業の姿！！） 

    ○卒業後の継続が見られなかった。 

  以上の課題より、一次予防・二次予防と枠組みを取りはらい、「高齢者本人の参加意欲を基本に地 

域生活の中で活動性を継続的に高める取り組み」へと変更になった。 

 （２）天草市における介護予防の「通いの場」づくり 

     通いの場が介護予防に効果的。 

     高齢者が長期的に継続して予防活動に取り組むには「楽しみ」「身近で手軽」といった要素を持つ

必要がある。そのため、既に各地域で活動している「通う」楽しみを持った活動に、介護予防的要素

２ 今後の方向性は・・・ 

4900円（5期）⇒5400円（6期）・・・・・ 

⇒7461円（Ｈ３２推計）⇒平成３７年の介護保険料基準月額（推計）＝8,336円 
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を盛り込み予防活動を併せて実践することで、効果的かつ継続的な予防活動の場の創出を図る。 

      ○出かけて行く⇒地域とのつながりをもつ、受け身でなく自発行動 

      ○活動の場で運動し、活動で考え頭を使う⇒予防活動の実践 

      ○他人との交流や自分の役割、居場所を見つける⇒生きがいや楽しみづくり 

介護予防の「通いの場」登録のご案内 

市では、高齢者が住み慣れた地域で人と人とのつながりを通じ、生き生きと暮らし続けられるよ

うに、住民運営による介護予防の「通いの場」の登録を募集しています。 

１．「通いの場」とは 

 「介護予防」「閉じこもり予防」「健康づくり」のため、自治公民館等の場所に地域の方々が集

まって、市の薦める介護予防活動（体操等）を実施するものです。地域住民の方々が主体的に

行う活動になります。 

２．登録の要件 

●参加者の半数以上が６５歳以上の高齢者

●週１回以上開催し、１回の参加人数は概ね５名以上 

●市が薦める介護予防活動（体操等）を実施する 

●最低３か月は継続する 

●政治、宗教を伴う活動や営利を目的とした団体でない 

３．登録の手続き 

登録を希望する団体は、登録申請書【様式 1】に必要事項を記入し、参加者名簿【様式 2】

を添えて、市役所高齢者支援課へ提出してください。 

申請者                                  市役所高齢者支援課 

提出書類 ☆登録のメリット 

 ①「通いの場」登録申請書        ・体操のDVD配布 

【様式1】              ・DVDプレイヤー、血圧計等の貸出 

 ② 参加者名簿              ・立ち上げ当初の専門職による 

【様式2】               現地支援 

 ③ 専門職等派遣依頼書（希望者のみ）   ・体操等のメニュー研修会 

           ・決定（却下）通知書の送付 

           ・決定者には活動実績表の送付 

①登録申請 

②登録決定(却下) 
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 （３）地域の居場所づくり 

     高齢者一人暮らしや高齢者のみ世帯の増加・地方の著しい人口減少などにより家族機能の低下、地

域の助け合い機能の脆弱化が進み、人のつながりが希薄になっている。 

▼人口 
H27.9.30

現在 

総人口 

 0 歳 

～39 歳 

 40 歳 

～64 歳 

65 歳～人口の内訳 
高齢化率 

 65 歳 

～74 歳 

 75 歳 

～84 歳 
85 歳～ 計 

人口 人口 ②／① 

①           ②   (順) 

本渡 38,492 14,900 12,646 5,003 3,763 2,180 10,946 28.4% (10) 

牛深 13,894 3,556 4,685 2,374 2,130 1,149 5,653 40.7% (9) 

有明 5,138 1,366 1,618 883 770 501 2,154 41.9% (7) 

御所浦 3,072 719 992 564 520 277 1,361 44.3% (2) 

倉岳 3,011 765 966 520 502 258 1,280 42.5% (5) 

栖本 2,327 596 736 387 347 261 995 42.8% (4) 

新和 3,195 808 1,034 529 488 336 1,353 42.3% (6) 

五和 8,491 2,207 2,792 1,366 1,292 834 3,492 41.1% (8) 

天草 3,371 753 1,110 586 563 359 1,508 44.7% (1) 

河浦 4,884 1,190 1,577 784 838 495 2,117 43.3% (3) 

計 85,875 26,860 28,156 12,996 11,213 6,650 30,859 35.9% 

※住民基本台帳の集計 

       各町の状況みてわかるように、天草市全体として高齢化率は 35.9％だが、本渡以外のエリア

は全て 40％を超えており、高齢者数は変わらないということは、若い世代が急速に減少するこ

とで高齢化率を上げているといえる。（天草町は唯一高齢者数も減少している） 

  地域の居場所は、誰もが自由に明確な目的がなくても立ち寄れ、会話やお茶や食事を楽しんだ

り、またレクレーションや趣味活動を行うなど活動内容に全く制約をつけない集まりの場。 

       歩いて行けるごく身近なところ（自宅・空き家・自治公民館・地区コミセン・喫茶店・温泉セ

親しくなると、困りご
とを相談したり、ちょ
っとしたお願いがで 
きるようになる 

助け合い・支え合いが
生まれる 

人と話したり、話して
いることを聞いた
り交わりができる 

人と人とのつながり 
楽しみが生まれる 

歩いて行けて、気軽に
立ち寄ることがで
きる。色々な人が集
まる。 

足が向きやすい 
人と人との出会い 

「誰でも気軽に集える地域の居場所」から生まれる「つながり」 

○日常の暮らしに「楽しみ」や「生きがい」がもてる 

○仲間ができ「地域の支え合い」につながる 

○見守りができ「安心な地域」につながる 
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ンター・サービス事業所などさまざまな場所） 

       高齢者が日々の暮らしの中で他の高齢者や地域のつながり持てる場として「居場所」を創出す

ることで生きがいを見出し、さらに支え合いや助け合いができる地域づくりを進める。 

４ 担い手の確保と専門職の役割 

 （１）担い手について 

     単身世帯・高齢者のみ世帯の増加により早い段階から生活支援ニーズが必要になる人が多くなるこ

とが予測される。現在、要支援者の訪問介護サービス利用者のニーズのほとんどは、掃除や買い物、

調理といった必ずしも、専門職でなくても提供可能なサービス内容となっている。 

実際、地域の中には、「買い物」「調理や電球の交換などちょっとした困りごと」への対応をして

いる住民個人や団体の取組がなされている。それを見出し継続できるような支援体制の支援が必要

である。 

○前期高齢者の要支援・要介護認定率はＨ27.9 現在 3.9％となっており、大半の前期高齢者

は活動的な生活を送っている。 

○ニーズ調査  「地域の見守り活動に協力することができますか」はい（46％） 

○H26 認知症サポーター養成講座受講者のうちボランティア意向のある人（16％） 

○H26 シルバーヘルパー（老人会）による友愛訪問 活動人員 （10298 人） 

 老人会加入率 40%(H27.4 現在) 

このような地域住民の意欲や取り組みを見つけて、つなげていく必要がある。 

     また、コンビニやスーパー、農協、サービス事業所などをはじめとする民間企業においては、生活

支援サービスを独自に作り又は作ろうとしているところもすでに存在している。 

     専門職以外の新しい担い手を地域の中で見つけ出し、持続可能なものとして支援する取組こそが、

総合事業・整備事業の本質である。そして、その取り組みは、一般住民の自発的な取組として、「お

互いさま」の気持を地域の中で具体的な仕組みにしていくという点で、「地域づくり」そのものとい

える。 

入浴の見守り

5% 布団干し

6%

買い物

18%

調理

14%
掃除

28%

洗濯

7%

ゴミ捨て

5%

話し相手

5%

健康チェック

12%

介護予防訪問介護サービス内容割合

（平成 27年 2月実績より）
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    こうした支援体制の構築は、全国の先進的な自治体において、10 年近い時間をかけて取り組まれ、

近年、その成果が目に見える形となってきた。そのことは、「地域づくり」が数年で完成するような

ものではなく、時間をかけて醸成していく取組であることを意味している。 

  【介護予防・生活支援・社会参加の融合】 

    「支える側＝支えられる側」という垣根を可能な限り取り払い、「担い手になること＝結果的に介護

予防になる」という考え方。 

     （「地域支援事業の新しい総合事業の市町村による円滑な実施に向けた調査研究事業報告書」より） 

 （２）総合事業で変わる専門職の役割～「一対一」から「一対多」へ 

     担い手が減少し、専門職のみで地域を支えることが難しくなってきた。そのため、総合事業では、

専門職の役割や関わり方が変化する。たとえば、専門職が体操教室を直接指導していたものが、住民

主体の運営に移行すると、専門職の役割は直接の指導者ではなく、立ち上げ時の短期間だけ指導する

といった間接的な支援者に変化する。専門職の役割が直接的なものから間接的なものに変化すること

で、専門職の活躍の場は、これまで以上に地域全体に広がっていくこととなる。 

 （３）指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の具体的取扱方針より 

     「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観

点から、介護給付等対象サービス以外（★）の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民

による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めな

ければならない。」運営基準 第 13 条第 4項・第 30 条第 4項（介護報酬の解釈 赤本より） 

     ★（解釈通知）・・・例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人

介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サ

ービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更に

は、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師

による施術、保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含め
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て・（略）・・・地域で不足していると認められるサービス等については、介護給付等対象サービ

スであるかどうか問わず、当該不足していると思われるサービス等が地域において提供されるよ

う関係機関等に働きかけていくことが望ましい。 

      上記のように介護支援専門員及び担当職員は、生活支援コーディネーターのような業務を担って 

いたまた今後も担っていくこととなる。 

       今年度、各包括を巡回し、介護予防サービス計画書の内容等の確認を行った。介護保険サービ

ス以外を位置づけている介護予防サービス計画書は「24%」にとどまっている。 

       資源はあってもつなぐ人がいないと、今後はますます介護保険サービスが減少していく中で支

えるものに限りが出てくる可能性が高い。 

  【生活支援体制整備事業と総合事業】 

（「地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の市町村による円滑な実施に向けた調査研究事業」より） 
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５ 平成 29 年度～天草市介護予防・日常生活支援総合事業開始 

（１）天草市の介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）の開始は、天草市介護保険条例の附則

にて平成 29 年 4月開始と定めている。 

    ○上天草市・苓北町においても、近隣のサービス利用等を考慮し総合事業の開始時期を

平成 29年 4 月開始としている。現在 2市 1町で定期的に内容の検討を行っている。 

 （１）制度改正の趣旨 

     予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実用に応じた取り組みができる介護

保険制度の地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）」に移行する。 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の概要 

Ⅱ．介護予防・日常生活支援総合事業について 
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（２）目的 

     総合事業は、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、要支援者等に対する効果的か

つ効率的な支援等を可能とすることを目的としている。 

 （３）総合事業の構成、サービス内容 

     要支援者等に対して必要な支援を行う『介護予防・生活支援サービス事業』と、全ての第 1号被保

険者等が対象になる『一般介護予防事業』から構成される。 

②③H28~認知症予防
教室実施

③⑤「通いの場」登録
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資源開発・発展のイメージ【参考】 

（「地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の市町村による円滑な実施向けた調査研究事業」より）
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（１）対象者 

     ▼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 

       （認定有効期間の開始年月日が、平成 29年 4 月以降の要支援者） 

     ▼平成 29年 4 月以降に、基本チェックリストにより「事業対象者」と判断された方 

★参考【事業対象者（基本チェックリスト該当者）の考え方】 

１）予防給付対象者（要支援１・２） 

   ＜平成 27年 9 月実績＞ 

◆要支援１・２認定者数 ： 2,030 人（うち利用者 1,448 人（71.3％）） 

 総合事業利用予定数：868 人（①②を除く） 

①小規模多機能型居宅介護及び特定施設利用：44 人 

②介護予防訪問介護・通所介護以外の予防給付サービスのみ利用：536 人 

２）二次予防事業対象者 

   ※『二次予防事業』は平成 29 年 4月～廃止する。 

   ・もともと基本チェック該当者だが、再度基本チェックリストを実施し、事業対象者として介護予防マ

ネジメント実施する。 

   ・平成 26年度参加実人数 497 名うち継続ケース 227 名（45.7％）月平均 255 人参加 

３）非該当者 

※非該当者は、新たに基本チェックリストを行い、事業対象者の判断を行う。 

    （認定結果通知での周知及び地域包括支援センターによる把握にて実施） 

   ・平成 26年度介護保険申請者うち非該当者 21 人うち二次予防事業対象者 12 人（57.1％） 

４）高齢者福祉サービスを利用している者 

   ※『ヘルパー派遣事業』及び『生きがいデイサービス事業』は平成 29 年 4月～廃止する。 

   ※総合事業への移行を踏まえ、Ｈ28.4 から基本チェックリスト該当者を対象者とする。 

     ・ヘルパー派遣事業：平成 26年度 108 人（月平均 49人） 

２ 対象者と利用手続き 

参考 

 【介護予防ケアマネジメント】 

   ●介護予防支援費（国保連払い）：830 人（59.1％） 

             （②＋介護予防訪問介護・通所介護と他の予防給付利用者：294 人） 

   ●介護予防ケアマネジメント費（市からの直接払い）：631 人（44.9％） 

    （介護予防訪問介護のみ:210 人、介護予防通所介護のみ：329 人、両方のみ：92 人） 
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     ・生きがいデイサービス事業：平成 26 年度 144 人（月平均 107 人） 

５）認定申請中に総合事業を暫定的に利用している対象者 

           ※詳細についてはのちの「介護予防ケアマネジメント」に記載。 

６）『新規』の 2号被保険者は対象外 

   ※要支援認定の第 2号被保険者のみ対象となる。そのため、第 2号被保険者の『特定疾病』に該当する

者は介護保険申請を促す。それ以外は対象外となる。 

７）任意事業での配食サービス利用者 

    ※平成 26 年度、要支援及び未認定者の配食サービス利用者：46 人 

    ※総合事業への移行を踏まえ、Ｈ28.4 から基本チェックリスト該当者を対象者とする。 

    ●要支援者及び事業対象者は、平成 29 年 4 月より任意事業から総合事業へ移行するが、現行の取扱

いは平成 29 年 3 月末で見直しを行う。 

基本チェックリスト対象者であることや地域支援事業実施要綱より、「低栄養」「独居・閉じこもり

高齢者」の施策としての実施、総合事業においては間接経費の補助事業となるため、『対象者の考え

方の変更』『お弁当そのものの費用は利用者負担』『各事業所で金額設定を行う』という変更点が伴う

ことが考えられる。 

    ※要介護者については、そのまま任意事業で対応するが内容変更の可能性がある。 
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（２）要介護認定に係る有効期間の見直しについて 

     総合事業の実施にあたり、市町村の事務負担を軽減するため、当該事業を実施している市町村につ

いて、更新申請時の要介護認定に係る有効期間を一律に原則 12 カ月、上限 24 カ月に延長し、簡素化

する。 

（例１） 

現在の認定有効期間 

H29.4.1～ H30.3.31 

（例３） 

現在の認定有効期間 

H29.3.2～ H30.3.31 

（例２） 

現在の認定有効期間 

H29.3.1～ H30.2.28 

更新の場合の総合事業への移行について（例） 

H29.4.1 H30.2.28 H30.4.1 

●天草市総合事業開始 ●総合事業完全移行 

H29.4.1 から総合事業 

H30.3.1 から総合事業

H30.4.1 から 

総合事業

H30.2.28 まで予防給付 

H30.3.31 まで予防給付 

 留意点

○平成 29 年 4 月より前からの要支援者については、次の更新等までは、平成 29 年 4 月以降か

ら有効期間までは従前の予防給付（介護予防通所介護・介護予防訪問介護）としてサービス

を提供する。 

○平成 29年 4月以降に更新等により要支援認定を受けた方が通所介護・訪問介護を利用する場

合は、サービスが総合事業に変わります。 

※要支援者の認定有効期間は現在最長 1年なので、平成 29 年 4 月から 1年かけて移行する。 
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※２ 認定有効期間とサービス移行のタイミング

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

※介護申請時から、総合事業移行対象者になるため、利用者に十分説明を行い、段取りをしたうえで
　行うこと。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

平成29年 平成30年
平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成29年 平成30年
平成28年度 平成29年度 平成30年度

要支援1・
2認定有
効期間

平
成

2
9
年

4
月

1
日
か
ら
新
規
申
請
（
介
護
申

請
）
・

3
月

3
1
日
有
効
期
間
の
更
新
申
請
す
る
場

要支援1又は要支援２
認定有効期間 最大24カ月（新規・変更は最大12カ月）

介護予防サー

ビス（訪問介

護・通所介護）

総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）

平
成

2
9
年

4
月

3
0
日
有
効
期
間
の
更
新
を

す
る
場
合
・
平
成

2
9
年

3
月

3
1
ま
で
に
新

規
申
請
す
る
場
合

要支援1又は要支援２
認定有効期間 最大12カ月

要支援1又は要支援２
認定有効期間 最大24カ

介護予防サービス（訪問介護・通所介護）

総合事業（訪問型サービス・通

所型サービス）

認定更新後は、

総合事業として

サービスを利用
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                                 ※２ 認定有効期間とサービス移行のタイミング 参照 

（３）利用手続き 

    総合事業のみ利用する（予防給付の利用がない）ケースについては、従来の「介護予防サービス計

画」ではなく、新たな総合事業の「介護予防ケアマネジメント」を実施する。 
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 ポイント

◆「認定有効期間の開始年月日が平成 29 年 3 月 31 日までの要支援者」の場合 

  ① 総合事業移行期として、次の認定更新・区分変更までは、予防給付として介護予防通所介護・介

護予防訪問介護が引き続き行われるので手続き等に変更はない。 

◆「認定有効期間の開始年月日が平成 29 年 4 月 1日からの要支援者」の場合 

  ① 予防給付のみ必要な場合⇒「介護予防サービス計画」 

  ② 予防給付と総合事業が必要な場合⇒「介護予防サービス計画」 

  ③ 総合事業のみ必要な場合⇒「介護予防ケアマネジメント」 

◆「平成 29 年 4 月以降に基本チェックリストにより事業対象者」になった場合 

  ① 事業対象者が総合事業のみを必要な場合⇒「介護予防ケアマネジメント」 
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３ 平成 29 年 4 月移行当初のサービスについて（現時点での案） 

（１）訪問型サービス 

サービス種別 現行サービス 平成 26年度実績 総合事業 

（仮称） 

単価・支払方法 年度別実施

予定 

備考（実施主体等） 

対象人数 市執行額 29 30  

Ⅰ 訪問介護 

（介護予防訪問介護） 

介護予防訪問介護 延 6230 人 120,172,473円 自立支援型訪問型サービス 

・身体介護 

・生活援助 

・短時間身体介護 

給付相当・国保連 

Ⅰ 1168 単位/月 

Ⅱ 2335 単位/月 

Ⅲ 3704 単位/月 

○   【指定】 

専門職で対応 

※身体介護中心 

Ⅱ 訪問型サービス A 

（基準緩和） 

①ヘルパー派遣事業 

（週 2時間まで） 

延 521 人 4,248,700 円 ①生活支援型訪問型サービ

ス 

①190単位/回 

（負担 300 円/時間） 

検

討 

  【指定・委託】 

専門職以外が対応 

※生活支援のみ 

Ⅲ 訪問型サービス B 

（住民主体） 

①ほっと安心サポート事業（牛深） 

（20 分 200円 1時間まで） 

②JA あまくさ助け合いの会 

③家事援助サービス（2 時間まで

1582 円）シルバー人材センター 

④NPO法人（家事・買い物支援） 

など 

①34人 

178 回支援 

② 

③ 

④ 

 地域支え合い型訪問型サー

ビス 

（運営費補助） ○    

利用者負担は事業所

で設定 

【補助・助成】 

Ⅳ 訪問型サービス C 

（短期集中予防サービ

ス） 

※２ なし 

①訪問型介護予防（口腔・栄養・運

動） 

0 人（3 人

（H25）） 

 短期集中型訪問型サービス 

①栄養改善事業 

 （栄養士・歯科衛生士） 

②退院後指導事業 

 （リハビリ職・保健師） 

③通所サービス移行事業 

 （看護職等） 

検

討 

  必要性について検討 

対象者：閉じこもり

等の何らかの支援を

要する者又在宅へ専

門職の介入が必要な

方【委託又は直接実

施】 

Ⅴ 訪問型サービス D 

（移動支援） 

※移送前後の生活支援 

なし 

（通所型サービスと別主体のサービ

ス） 

     検

討 

 （２）の事業ととも

に実施 

※ヘルパー派遣事業は、廃止する方向。現在のヘルパー派遣事業は専門職によるサービス提供であり、単価を下げることは職員の処遇を悪化させる要因にな

ることが考えられる。今後事業所の人材確保等の現状を踏まえて検討が必要。 

※二次予防事業と同じ内容では、効果がない。国は通所型サービスＣとのセットものでの

提供を推進している。 
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（２）通所型サービス 

サービス種別 現行サービス 平成 26年度実績 総合事業 

（仮称） 

単価・支払方法 年度別実施予定 備考（実施主体

等） 対象人数 市執行額 H29 H30  

Ⅰ 通所介護 

（介護予防通所介護） 

介護予防通所介護 延べ 5976 人 194,068,038 円 自立支援型通所型サ

ービス 

給付相当・国保連 

Ⅰ 1647 単位/月 

Ⅱ 3377 単位/月 

1 回の単価あり（新） 

○   【指定】 

専門職による提

供 

Ⅱ 通所型サービス A 

（基準緩和） 

①通所型介護予防事業 

 （二次予防事業） 

②生きがいデイサービス 

（食事・入浴自己負担） 

①延べ 10462 人 

②延べ 4475 人 

（登録 103～115

人） 

①28,511,000 円 

②9,391,400 円 

ロコモ認知症予防型

通所型サービス 

検

討 

  【指定・委託】 

専門職以外によ

るサービス提供 

Ⅲ 通所型サービス B 

（住民主体・共生型） 

なし  地域支え合い型通所

型サービス 

   検

討 

利用者負担は事

業所で設定 

【補助】 

Ⅳ 通所型サービス C 

（短期集中サービス） 

①通所型介護予防事業 

（二次予防事業） 

  短期集中型通所型サ

ービス（3～6カ月） 

①筋力アップ教室 

検

討 

  【委託】 

訪問型サービス

Ｃと一体的に提

供検討 

※通所型サービス C 退院後、閉じこもり、認知症初期症状のある人が初めて通所に参加する場合（効果が得られやすい人を対象として） 

※事業所によっては同一事業所で複数のサービスパターンを提供することは可能である。 

※チェックリストによる事業対象者は、要支援１・２の区別はないため、ケアマネジメントの中で回数を設定するような形になる。（ただし事業対象者の区分

支給限度額は要支援１と同様） 

※訪問型 B 通所型 Bに対する「一定の知識」を得るための研修の検討。（担い手養成研修：生活支援体制整備事業） 

※①の二次予防事業は H29.3 末で廃止・生きがいデイサービスは廃止方向。指定事業所にて行っている二次予防事業は、専門職による提供であり、単

価を下げることは職員の処遇を悪化させる可能性がある。指定事業所以外の二次予防事業所とは協議を行い検討。通所介護はもともと介護職員の資

格要件はない。それ以外の職種の人員確保等の現状を踏まえて検討。 

※二次予防事業は廃止。保健・医療の専門職の提供と訪問型サービスＣとのセット提供を検討する。 
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（３）その他の生活支援サービス※訪問型・通所型と一体的に行われる場合に効果があると認められるもの 

サービス種別 現行サービス 平成 26年度実績 総合事業 単価・支払方法 年度別実施

予定 

備考（実施主体等） 

対象人数 市執行額 29 30  

Ⅰ 配食サービス（栄養改

善を目的とした配食や一人

暮らし高齢者に対する見守

りとともに行う配食など） 

配食サービス 45 人（認定なし、

要支援 1、要支援

2） 

利用者負担：非

課税・課税 300

円/500 円 

（委託料 500 円

/300 円） 

5,589,200 円 

（要介護含めて） 

5割 2,794,600 円 

配食サービス 補助（間接経費（光熱水

費、サービス利用調整等

を行う人件費等）等） 

○   対象者・補助内容の

検討 

Ⅱ 定期的な安否確認及び

緊急時の対応見守り 

（困りごとちょっとサービ

ス） 

①シルバーヘルパー 

②認知症サポーター 

① 活 動 日 数

54,602 日 

①2,400,000 円（上

限） 

  検

討 

※配食サービス：現在単独で利用しているケースについては、介護予防ケアマネジメントを通して十分検討を行う。 

＜参考＞任意事業：要介護者の配食サービスは総合事業では実施しない。 

サービス種別 現行サービス 平成 26年度実績 総合事業 単価・支払方法 年度別実施予定 備考（実施主体

等） 対象人数 市執行額 H29 H30  

Ⅰ 配食サービス 配食サービス（任意事業：地域資

源を活用したネットワーク形成

に資する事業） 

44 人（要介護及

び 65 歳未満障

害） 

利用者負担：非

課税・課税 300

円/500 円 

（委託料 500 円

/300 円） 

5割 2,794,600 円 配食サービス  ○   事業対象者・要

支援以外の対象

者に対する事業 

内容・費用の再

検討 
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（４）一般介護予防 

サービス種別 現行サービス 平成 26年度実績 総合事業 単価・支払方法 年度別実施予定 備考（実施主体等） 

対象人数 市執行額 28 29 30 

Ⅰ 介護予防把握事業 二次予防事業の把握事業（基本チ

ェックリストの実施）を 

老人会へ委託（H27～H28） 

― ― 

介護予防把握事業 

・認定窓口との連携 

・医療機関との連携 

・民生委員との連携 

・包括からなど 

委託 検

討 

  H28 までで老人会委託は終結 

H29～包括への委託検討 

連携のためには各団体へ事前

説明が必要 

支所窓口等検討 

Ⅱ 介護予防普及啓発

事業 

①介護予防事業の周知 

（パンフレット作成・配布） 

（講演会 

②介護予防教室等の開催 

 ・高齢者食生活改善事業 

③地域の団体からの講話依頼対

応（出前講座） 

②食生活改善

70回（1131 人） 

委託 

750,000

円 

①パンフレット作成・配布 

講演会 

②認知症予防教室（6ヵ月） 

③出前講座 

④介護予防手帳 

①ポスター・パ

ンフレット・講

演会・ケーブル

ＴＶなど 

②20 名教室：

1,240,652 円委

託 

③直接実施 

○   ①直接実施 

②認知症予防教室（新規）（H28

～） 

（委託） 

③④直接実施 

Ⅲ 地域介護予防活動

支援事業（通いの場関

係） 

①介護支援ボランティア事業 

②ロコモ・認知症予防事業（ふれ

あい生きいきサロン活動支援） 

（月 1回～週 1回） 

③通いの場登録支援（H27～） 

登録者 418 人

（未認定者） 

 ボランティア育成研修 

地域活動組織等の育成・支

援 

①認知症予防教室サポータ

ー養成講座 8 回・フォロー

アップ講座 4回 

②③介護予防の通いの場登

録・支援・居場所づくり 

委託 

①474,301 円委

託 

② 2,200,000 円

委託 

③物品の貸し出

し及びⅣによる

専門職の支援 

○   ・ボランティアポイントの拡

大（個別ボランティアの検討） 

①認知症予防教室サポーター

養成講座（新規）（H28～） 

（委託） 

②委託内容等の検討 

③を増やし、5～10 年後の住民

主体サービスへの移行を目指

す。 

Ⅳ 地域リハビリテー

ション活動支援事業 

①生きいき体操教室（H27～） 

②通いの場登録団体への技術的

支援（H27～） 

― ― ・住民への技術的助言 

・介護職員等への介護予防

に関する技術的助言 

①②講師派遣 現行訪問型サービスにおいて

身体介護をメインとした技術

指導及び通いの場の介護予防

メニュー普及支援をメイン 
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４ 通所介護相当サービス・訪問介護相当サービスの指定等について 

 （１）事業者の指定について 

①みなし指定について 

     平成27年3月 31日までに、介護予防通所介護・介護予防訪問介護の県指定を受けていた事業者は、

平成 27年 4 月 1日に総合事業の指定を受けたものとみなされている。 

みなし指定の有効期間は、平成 30 年 3 月 31 日まで。 

     ※みなし指定は、全市町村に効力が及んでいる。 

②みなし指定の対象にならない事業所について 

     平成 27 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までに介護予防通所介護・介護予防訪問介護の指定を

受けた事業者は、みなし指定の対象にならない。 

     そのため、平成 29 年 4月 1 日から総合事業としてサービス提供をする場合には、平成 29 年 4月 1

日から新規指定を受けなければならない。（その場合の指定期間については検討中） 

③平成 29年 4 月以降に新規指定を受ける場合 

    平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月までは予防給付を受ける対象者がいるため、県への指定手続きが

必要である（有効期間は平成 30年 3 月 31 日）。また総合事業としてサービス提供をする場合には、

市への指定手続きが必要となる（指定拒否の枠組みについては検討中、予防給付とは異なり、事業費

となると上限額が定められており、指定事業所を増やすことは総合事業としては好ましいことではな

いため）。 

④市外の被保険者へ総合事業のサービスを提供する場合 

     例えば、天草市内の事業者が、苓北町・上天草市の被保険者に対して平成 29年 4 月以降に総合事

業を提供する場合、みなし指定の有効期間（平成 30 年 3月 31 日まで）内は手続きの必要なくサービ

ス提供ができる。しかしみなし指定期間が終了し、平成 30年 4 月 1日からは、天草市への指定更新の

手続き以外に、必要であれば、苓北町及び上天草市それぞれに指定更新の手続きが必要となる。 

     ※熊本県下では、みなし指定期間を宇城市のみ平成 28年 3月 31 日としているため注意すること。 

      他市町村の被保険者を受け入れている事業所は、当該保険者へ確認を行うこと。 

 （２）サービスの基準 

 人員、設備、運営の基準については、現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同様の基準

とする。 

また、同一の事業所において要支援者等と要介護とを一体的にサービスを提供する場合、現行と 

同様に、要支援者等と要介護者等を合わせた数で基準を満たす必要がある。 

（報酬算定、特に加算に関することに関してはＱＡで確認を行うこと） 
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 （３）単価 

  基本は算定単位が 1 月あたりの包括報酬を用いる。また加算・減算については、現行の介護予防  

訪問介護・介護予防通所介護と同様。（平成 29 年 4 月～消費税 10％の影響があるため変更が考えられ

る） 

   ①訪問介護現行相当サービスの基本報酬（案） 

     基本は 1月当たり包括単位を用いますが、サービスＡ（基準緩和によるサービス）と組み合わせる

ことができるように、1回あたりの単位及び 20分未満の短時間サービスの単位を追加する。 

サービス内容略称 対象 回数等 算定単位 

訪問型サービスⅠ 
事業対象者 

要支援１・２ 

週1回程度の訪問が必要とされ

た方に対する包括的支援 
1 月 1168 単位 

訪問型サービスⅡ 
事業対象者 

要支援１・２ 

週2回程度の訪問が必要とされ

た方に対する包括的支援 
1 月 2335 単位 

訪問型サービスⅢ 

事業対象者 

要支援２ 

週2回を超える程度の訪問が必

要とされた方に対する包括的

支援 

1 月 3704 単位 

訪問型サービスⅣ 
事業対象者 

要支援１・２ 

訪問型サービスⅠの1回の単位

数 
1 回 266 単位 

訪問型サービスⅤ 
事業対象者 

要支援１・２ 

訪問型サービスⅡの1回の単位

数 
1 回 270 単位 

訪問型サービスⅥ 
事業対象者 

要支援２ 

訪問型サービスⅢの1回の単位

数 
1 回 285 単位 

訪問型短時間サービス 
事業対象者 

要支援１・２ 

20 分未満で主に身体介護を行

う場合※1月 22 回まで 
1 回 165 単位 

     ※独自サービスは検討中 

 留意点

 国保連合会に請求する流れは変わりなし。「サービスコード」が変更になります。 

 決定次第ホームページ等でお知らせする予定。 

 移行期間中（平成 29年度中）、予防給付と総合事業の対象者が混在するため注意すること。 

留意点 

  包括報酬は利用者に対して、1 箇所の事業所において、1 月を通じて包括的に支援する場合に使

用するもの（Ⅰ～Ⅲ）であるため、訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）と組み合わ

せる場合は訪問型サービスⅣ・Ⅴ・Ⅵを用いる。（訪問型サービスＢ・Ｃとの絡みは今後検討） 
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   ②通所介護相当サービスの基本報酬（案）     

サービス内容略称 対象 回数等 算定単位 

通所型サービス１ 
事業対象者 

要支援１ 

週1回程度の通所が必要とされ

た方に対する包括的支援 
1 月 1647 単位 

通所型サービス２ 
事業対象者 

要支援２ 

週2回程度の通所が必要とされ

た方に対する包括的支援 
1 月 3377 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 
1 回 378 単位 

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 
1 回 389 単位 

    ※独自サービスとして要支援２の週 1回程度の月包括単位・1回単位数を検討する 

    ※市が単価を設定する場合に、国が定める額が上限とされていることに留意する。 

 （４）利用者負担 

     介護給付の利用者負担割合（原則 1割、一定以上所得者は 2割）と同じとする予定。 

     また、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

等の実施や保険料を滞納している方は介護保険サービスを受けたときにとられる給付制限と同様の

措置については検討中。 

 （５）区分支給限度額 

     指定事業者のサービスを利用する場合にのみ、給付管理を行う。 

     要支援認定を受けた方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区分支給限

度額の範囲内で、給付と総合事業を一体的に給付管理する。 

     基本チェックリストにより事業対象者と判断された方については、要支援１の区分支給限度額と同

じとなる。      

対象者 区分支給限度額 

要支援１・事業対象者 5003 単位 

要支援２ 10473 単位 
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５ 介護予防ケアマネジメント 

  予防給付を利用する「介護予防支援」と総合事業のみを利用する「介護予防ケアマネジメント」に大きく

分けられます。 

（１）3つのケアマジメント 

     新しい総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することに

より、結果として介護予防につながるという視点からも、利用者の生活上の何らかの困りごとに対し

て、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、利用者の自立支援に資するよう、心身機能の

改善だけではなく、地域の中での生きがいや役割を持って生活できるような『居場所』に通い続ける

など「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていくことが重要。 

 （「新しい総合事業の移行戦略」より） 

【アセスメント】重要！！！ 

     ●利用者と自立支援に向けた目標を共有。 

     ●介護予防への意欲を引きだせるよう、利用者本人及び家族のコミュニケーションを深

め、信頼関係の構築に努める。 

そのためには・・・・ 
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  （介護報酬の解釈 １（青本ｐ６６１） 及び介護予防・日常生活支援総合事業ガイドブックより） 
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興味・関心チェックシート 
氏名：           年齢：    歳 性別（男・女）記入日：Ｈ   年   月   日 

    生活行為について、現在しているものには「している」の列に、現在していないがしてみたいものに

は「してみたい」の列に、する・しない・できないにかかわらず、興味があるものには「興味がある」

の列に○を付けてください。どれにも該当しないものは「している」の列に×をつけてください。リス

ト以外の生活行為に思い当たるものがあれば、空欄を利用して記載してください。 

生活行為 

し
て
い
る

し
て
み
た
い

興
味
が
あ
る

生活行為 

し
て
い
る

し
て
み
た
い

興
味
が
あ
る

自分でトイレへ行く    生涯学習・歴史    

一人でお風呂に入る    読書    

自分で服を着る    俳句    

自分で食べる    書道・習字    

歯磨きをする    絵を描く・絵手紙    

身だしなみを整える    パソコン・ワープロ    

好きなときに眠る    写真    

掃除・整理整頓    映画・観劇・演奏会    

料理を作る    お茶・お花    

買い物    歌を歌う・カラオケ    

家や庭の手入れ・世話    音楽を聴く・楽器演奏    

洗濯・洗濯物たたみ    将棋・囲碁・麻雀・ゲーム等 

自転車・車の運転    体操･運動    

電車・バスでの外出    散歩    

孫・子どもの世話    
ゴルフ・グラウンドゴルフ・ 

水泳・テニスなどのスポーツ

動物の世話    ダンス・踊り    

友達とおしゃべり・遊ぶ    野球・相撲等観戦

家族・親戚との団らん    競馬・競輪・競艇・パチンコ

デート・異性との交流    編み物    

居酒屋に行く    針仕事    

ボランティア    畑仕事    

地域活動 

（町内会・老人クラブ） 
   賃金を伴う仕事    

お参り・宗教活動    旅行・温泉    

その他（      ）    その他（       ）

その他（      ）    その他（       ）

（出典）「平 25年度老人保健健康増進等事業 医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に向けたリハビ

リテーションの効果と質に関する評価研究」一般社団法人 日本作業療法士協会（2014．3） 

 ※生活意欲が低下している高齢者等も少なくないため、高齢者等興味・関心に気付くヒントを得るための 

ツールとして活用。 
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介護予防ケアマネジメント（初回は地域包括支援センターが関与） 

サービス種別 現行サービス 平成 25年度実績 総合事業 単価・支払方法 年度別実施予定 備考（実施主体等） 

対象人数 市執行額 29 30  

Ⅰ 原則的なケアマネ

ジメント（ケアマネジメ

ント A） 

介護予防サービス計画

（地域包括支援センタ

ー・居宅介護支援事業所

委託）等 

（参考介護予防

支援）延べ 15786

人 

631 人（H27.9 実

績） 

（参考介護予防支

援費）66,862,320

円 

ケアマネジメント A 給付相当・国保連 

430 単位/月 

初回 300 単位 

○   現行の介護予防支援に相

当 

3か月ごとモニタリング 

指定サービス・通所 C訪問

C利用 

Ⅱ 簡略化した介護予

防ケアマネジメントの

プロセス（ケアマネジメ

ント B） 

介護予防ケアマネジメン

ト（地域包括支援センタ

ー） 

  ケアマネジメント B 直接払い 

430 単位-（担会＋モニ

タリング単位）＝215

単位ぐらいか？ 

検

討 

  担当者会議・モニタリング

省略・必要時 

（ケアマネジメント A・C

以外） 

指定事業所以外の多様な

サービスを利用する場合。

委託・補助サービス利用 

Ⅲ 初回のみの介護予

防ケアマネジメントの

プロセス（ケアマネジメ

ント C） 

なし ― ― ケアマネジメント C 直接払い 

430 単位（ケアマネジ

メントAを参考となっ

ているので） 

○   利用開始時のみケアマネ

ジメント※２ 

（ケアプランなし・モニタ

リングなし） 

委託・補助サービス・一般

介護予防事業利用 

※利用者本人が居住する地域包括支援センターにおいて実施する。なお、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できる。 

  （介護予防支援費に関しては、居宅介護支援費の取扱い件数に含まれるが、総合事業費の介護予防ケアマネジメントは取扱い件数に含まれない） 

※ただし、介護予防ケアマネジメントにおいては、必ず地域包括支援センターへの関与を求めていることから、新規の要支援者・事業対象者への関わりに 

 ついては検討によっては、今までの流れと変更することがありうる。 

※平成 26年 9月 30 日総合事業Ｑ＆Ａ p38 モニタリングに値する「訪問」に当たる時間は、48.4％「サービス担当者会議」は 3.0％となっている。 

 労働投入時間の約 50％に「モニタリング」「サービス担当者会議」が該当する。 
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   【サービス事業のみ利用の場合のケアマネジメント費の例】 

（２）支払い等に関して 

    介護予防支援と介護予防ケアマネジメントにおいては、支払いが異なることとなる。 

類型 請求先 備考 

介護予防支援 国保連 従来通り 

介護予防ケアマ

ネジメント 
天草市 

・地域包括支援センターから市へ請求し、市から直接支払い 

・地域包括支援センターから指定居宅介護支援事業所へ委託している分

の支払いについては、指定居宅介護支援事業所が地域包括支援センタ

ーから直接委託料の支払いがなされる。 

 （３）要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係 
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 （１）現段階での考え方 

     総合事業を開始している保険者等の状況及びＱ＆Ａを踏まえて現時点で今考えられる変更点につ

いて以下のようにまとめる。 

・ 介護予防ケアマネジメント及び総合事業を開始するときには、重要事項説明書及び契約書等に

よって説明・同意を得た上で利用を開始することとなる。そのため重要事項説明書等の様式変

更が必要になることが想定される。（以下のような対象者もいるため、一体的な様式でもよい。

又は継続ケースについては覚書等を取り交わすという方式も考えられる） 

     【例】 

      要支援者で、通常は通所介護現行サービスを利用していたが、予防給付の短期入所サービスの利

用する月がある。 

        ※重要事項説明書・契約書等・個人情報使用同意書の様式が考えられる。 

        ※他保険者等で様式等を掲載しているところもあるため、参考にしていただきたい。 

     ・ 市町村による直接実施や委託によるサービス事業利用については、何らかの内容説明や利用申

込といった行為に基づいてサービス提供が開始されることが想定される。（申込様式については

検討） 

 （２）定款の変更について 

     ・ 総合事業における通所介護相当サービス・訪問介護相当サービスについては、介護保険法で使

用されている用語について記載していただくことが適当であると考える。 

       【例】「介護保険法に基づく第一号事業」 

・ 社会福祉法人で、第二種社会福祉事業として「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」

という老人福祉法の名称で規定している場合は、老人福祉法が改正されているため変更の必要

はない。 

 ◆「老人居宅介護等事業」の定義には「第一号訪問事業」が含まれる。 

 ◆「老人デイサービス事業」の定義には「第一号通所事業」が含まれる。 

６ 事業者における重要事項説明書と契約事務について 
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Ⅰ【平成 29 年度総合事業の実施に向けたスケジュール】 

区分 作業内容 形式 H27  H28 H29 備考 

移行準備 
現行サービスと介護予防・日常生活事業との比較検討 課内検討 ○    

現行介護予防ケアプランの分析 課内検討 ○    

生活支援サービスの検討 

地域資源の洗い出し確認作業 課内・研究会 検討 ● ● 包括他 

生活支援体制づくりの検討 研究会 ○   11 月・2月 

生活支援コーディネーター配置の検討 

・第 1層 市で実施（協議体の中で検討） 

・第 2層 包括単位から配置 

課内・研究会 ○ ●   

H29 配置予定 

H28 配置予定 

協議体の設置の検討 要綱・研究会 ○ ● ● H28 設置予定 

サービス類型 サービスの類型の設定、基準・単価の検討 課内 ○ ●   

事業者調整 事業実施想定事業者等との調整 訪問・面談 ○ ● ●  

事業者・被保険者への周知 

事業者へ新事業サービス説明等 説明会 ○ ● ●  

事業者への意向調査 調査 ○    

現行予防給付対象者へ制度改正通知 個別通知  ●   

市民啓発等パンフレット、出前講座での周知   ●   

支所説明   ●   

チェックリスト（事務マニュアル） 
チェックリスト活用サービス利用ルートの確立 課内・包括 検討 ●   

チェックリスト活用相談窓口の整備 課内・包括 検討 ●   

ケアプラン 
ケアプラン様式・介護予防ケアマネジメント依頼書 課内・包括 検討 ●   

ケアプラン作成に関する説明及び研修 包括・居宅  ● ●  

介護予防手帳（導入の必要性の有無） 介護予防手帳の活用検討 課内・包括 検討 ● ● 介護ボランテ

ィア手帳検討 

Ⅲ．スケジュールについて 
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事業者指定基準 

事業者指定の基準 要綱 ● ●   

事業者指定の裁量（指定・指定拒否） 要綱 ● ●   

事業者指定の有効期間の設定 要綱 ● ●   

サービス提供基準 

現行サービスの基準設定 

基準緩和 Aサービスの基準設定 

要綱 ● ●   

住民主体 Bサービスの基準設定 要綱 ● ●   

短期集中 Cサービスの基準設定 要綱 ● ●   

その他のサービスの基準設定 要綱 ● ●   

サービス単価等 
サービス単価の設定 要綱 ● ●   

独自加算 要綱 ● ●   

利用者負担（利用料） 

各サービスの利用料設定 要綱 ● ●  原則一割（1

部 2割） 

徴収方法の決定 要綱 ● ●  事業者が徴収

充当 

給付管理 支給限度額の設定 要綱 ● ●   

請求関連 

サービス種類ごとの価格の設定 要綱 ● ●   

指定事業者の登録（変更届の登録等） 登録  ●   

市台帳の作成・県台帳への登録 登録  ●   

国保連への審査支払委託 契約  ●   

システム改修（現在総合事業台帳システムあり）   検討   

各種様式 様式作成（事業利用申請・委託契約ひな形など） 課内  ●   

移行に伴う利用者調整 説明・調整（二次予防対象者・高齢福祉サービス・介護

予防給付利用対象者） 

課内・包括 ● ●   

県からの引き継ぎ みなし指定事業所（介護予防通所介護・介護予防訪問介

護）保存場所の確保及び事業所確認 

課内  ●   
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新規申請 みなし指定以外の指定（平成２７年４月１日以降指定）

事業所への指定事務 

他市町の総合事業指定事業所を利用する場合の他市町の

事業所の更新指定事務 

課内  ●  

● 

● 

更新申請 みなし指定事業所更新申請    ● ほぼ全事業所

（訪問・通所）

高額サービス費相当事業等    検討   

Ⅱ【平成 28 年度までに実施すべき 総合事業に関する現状把握・情報収集等実施一覧】 

実施日 事項 内容 対象者数 

平成 26年 1 月 日常生活圏域ニーズ調査 国に示す調査項目、郵送による調査 65 歳以上の方無作為抽出 3000 人 

平成 27年 4～5月 介護予防ケアプラン確認 平成 27年 2 月実績（介護予防通所介護・介護予防訪

問介護利用者）のあるケースを包括支援センターに

訪問しデータ収集 

介護予防通所介護・介護予防訪問介

護利用者 1337 人 

平成 27年 4 月 27 日 まちづくり支援課との情報交換 「総合事業＝地域づくり」にて、地域づくりに携わ

っている関係課との情報共有及び連携できる部分の

確認のため情報交換を行う。 

まちづくり支援課（課長・係長） 

平成 27年 4 月 28 日 2 市 1 町情報交換会 生活支援体制整備事業及び総合事業について 上天草市、苓北町事業担当者 

平成 27年 6 月～7月 支所まちづくり推進課（牛深支所総

務振興課）との情報交換 

高齢者の状況及び総合事業説明 

各地域の情報収集（通いの場、自治公民館の活用、

地域の会議体、地域のリーダーなど） 

支所まちづくり推進課（課長・係長・

担当等）牛深支所総務振興課（課長・

係長） 

平成 27年 6 月～7月 地域包括支援センター三職種連絡会 総合事業説明及び地域資源についての情報提供を依

頼 

地域包括支援センター三職種 

平成 27年 7 月 21 日 2 市 1 町情報交換会 生活新体制整備事業及び総合事業について 上天草市、苓北町事業担当者 

平成 27年 8 月 介護予防ケアプラン分析 介護予防通所介護・介護予防訪問介護利用者の状況 介護予防通所介護・介護予防訪問介
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及びサービス内容、回数等。インフォーマルサービ

スについて集計。 

護利用者 1337 人 

平成 27年 10 月 1 日 課内打ち合わせ（生活支援体制整備

及び総合事業に向けた方向性の確

認） 

・総合事業実施方針 

・生活支援体制整備に関する研究会について 

・生活支援コーディネーターの配置について 

課長・介護給付係（係長・計画担当）・

高齢者福祉係（事業担当）・地域支援

係（係長・主査・副査・介護予防事

業担当・事務担当）介護認定係（担

当） 

平成 27年 10月 15日

～11 月 9日 

生活支援体制整備に関する研究会メ

ンバーへの説明及び意見交換（訪問）

平成 26 年度 1回研究会を開催しているため、再度研

究会の趣旨の説明及び団体における地域資源に関す

る意見や方向について情報交換を行う。 

まちづくり協議会・JA 本渡五和・シ

ルバー人材センター・社会福祉協議

会・社会福祉法人（慈晃園）・ボラン

ティア連絡協議会・JA あまくさ・老

人クラブ連合会・商工会・婦人会・

民生委員・市民活動コーディネータ

ー 

平成 27年 10月 23日 課内打ち合わせ ＜各部会からの報告＞ 

・一般介護予防事業部会 

・サービス事業・窓口部会 

＜地域ケア会議の方向性の確認＞ 

課長・介護給付係（係長・計画担当）・

高齢者福祉係（事業担当）・地域支援

係（係長・主査・副査・介護予防事

業担当・事務担当）介護認定係（担

当） 

平成 27年 10月 26日

～11 月 6日 

第 2 層生活支援コーディネーター配

置の説明（包括委託法人 4箇所） 

・平成 28 年度からの第 2層生活支援コーディネータ

ー配置について 

永寿会・一陽会・天草郡市医師会・

天草市社会福祉協議会 

平成 27年 11月 10日 研究会 協議体及び第 2 層生活支援コーディネーターの配置

について 

地域資源の情報共有 

研究会メンバー 
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平成 27年 11月 16日 2 市 1 町情報交換会 予算・生活支援コーディネーターの配置・生活支援

サービス・総合事業・事業所説明会 

上天草市・苓北町事業担当者 

平成 27年 12月 22日 事業所説明会及びアンケート調査 総合事業の方向性及び総合事業に関する意見集約 居宅介護支援事業所・介護サービス

事業所（訪問介護・通所介護）・包括

平成 28年 2 月予定 研究会 研究会から協議体への移行 

第 2層生活支援コーディネーターの配置 

研究会メンバー 

36



総合事業向けたスケジュール（案） 

年

度
月 市 事業所・業者・団体等 

27 

12 居宅・事業所説明会 説明会 

1  2 市１町情報交換   

2 研究会（生活支援体制づくり） 
二次予防事業（筋力アップ教室） 

受託事業所説明会（2～3 月） 

3  2 市１町情報交換 訪問介護・通所介護検討部会 

28 

年度 

・認定結果通知：事業説明チラシ 

・地区振興会、出前講座での説明 

・担い手育成研修 

・生活支援コーディネーター検討会 

・介護予防ケアマネジメント検討・研修 

・訪問介護・通所介護検討部会 

・多様なサービス団体との調整 

・多様なサービスの募集時期 

4 生活支援コーディネーター配置   

5 
 2 市１町情報交換 

生活支援サービスに関する協議体 

6     

7  2 市１町情報交換   

8  生活支援サービスに関する協議体   

9 
基準・単価予算案作成 

2 市１町情報交換 

10   説明会 

11 
 2 市１町情報交換 

生活支援サービスに関する協議体 

12     

1 
予算案 

2 市１町情報交換 

2  生活支援サービスに関する協議体 説明会 

3 

議会（基準・単価・予算確定） 

新規指定 

サービスコード確定・周知（国保連・事業所） 

・総合事業新規指定申請 

・委託契約 

29 - 4 月 1 日総合事業開始 4 月 1 日～新規指定 

30 - 
指定更新 

県より申し送り 
年度末総合事業指定更新申請手続き 
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