介護予防・日常生活支援総合事業 Ｑ＆Ａ
■ 共通事項
番号

分類

質問

1

日割り報酬について

基準緩和型訪問・通所事業の日割り請求はどのような場合に行うのか。

2

定款変更について

回答
2016年（平成28年）3月31日付け基準緩和型サービス費の日割り請求に係る取扱いについてを参
照してください。

2016年(平成28年）2月12日実施の事業者説明会での配布資料に定款の記載例を掲載しています。
基準緩和型通所・訪問事業の新規指定を受ける場合は下線の表現を見本にしてください。
基準緩和型訪問・通所事業の指定申請をする事で改めて定款の変更が
【記載例】
必要となるのか。
「介護保険法に基づく介護予防訪問介護又は第1号訪問事業」
「介護保険法に基づく介護予防通所介護又は第1号通所事業」

3

固定されません。基準緩和型訪問・通所事業の利用対象となる者は「事業対象者」及び「要支援1
基準緩和型訪問・通所事業を利用する利用者は要支援1と事業対象者
の認定者又は要支援2の認定者」です。
利用対象者について に固定されるのか。固定されない場合，どういった者が基準緩和型訪問・
介護予防相当訪問・通所事業と基準緩和型訪問・通所事業いずれを適用するのかは，介護予防ケ
通所事業を利用するのか。
アマネジメントに基づいてください。

4

事業所情報について

5

現在，介護予防相当訪問・通所事業の利用者が，地域包括支援セン
ターの介護予防ケアマネジメントにより基準緩和型サービス(指定･委託)
介護予防ケアマネジメ
随時，利用者の状態像に応じた介護予防ケアマネジメントに基づき，基準緩和型訪問・通所事業の
へ移行する時期は，2016年4月1日か。
ントについて
利用が相応であれば，基準緩和型サービスに移行してください。
それとも介護予防相当訪問・通所事業の利用から1年経過後に，必要な
利用者を移行していく方向にあるのか。

6

基準緩和型訪問・通所事業や介護予防相当訪問・通所事業を利用する
際，事業所は地域包括支援センターに短期集中予防サービスを利用して
介護予防ケアマネジメ
介護予防ケアマネジメントに基づき必要なサービス内容が決められていくため，改めて短期集中予
いるか確認する必要があるか。
ントについて
防サービスの利用の有無について，確認する必要はありません。
地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントによりすぐに受け入
れしても良いか。

7

地域包括支援センターに対し，サービス提供の考え方や条件等について随時説明をさせていただ
事業対象者で，短期集中予防サービスを利用せず基準緩和型訪問・通
いております。サービス内容についてはアセスメントに基づき決めるようになっており，現在，条件を
介護予防ケアマネジメ 所事業や介護予防相当訪問・通所事業が利用出来るのはどのような場
追加する予定はありません。
ントについて
合か条件をはっきり決めないと担当地域や担当者によって対応が変わっ
なお，事業対象者に該当した場合，原則的に短期集中予防サービスを利用してもらうようになりま
てしまうのではないか。
す。

指定事業者による基準緩和型訪問・通所事業所の一覧を，市（支所含む）の窓口に設置するととも
基準緩和型訪問・通所事業の指定状況について，市から地域包括支援
に，毎月月初に市ホームページへ掲載する他，備後圏域地域包括ケア資源マップ
センターへはいつ頃，どのような形で情報提供されるのか。
（http://www.bingo-caremap.jp/)への掲載も予定しております。

■基準緩和型通所事業（指定事業者分）
番号

分類

質問

回答

1

人員基準について

基準緩和型通所事業について，人員基準において介護職員の配置が1
基準緩和型通所事業の利用者が0人の日は，当該サービスに係る人員配置は不要となります。そ
名以上となっているが，利用者が0人の日の人員配置は必要か。
の一方で，介護予防生活支援サービス計画に位置付けられた提供日において，当該事業の利用者
また，利用者が1名以上の場合でも1名以上の介護職員の配置が必要と
が1名でもいれば，当該事業に従事する介護職員を配置することになります。
なるのか。

2

人員基準について

基準緩和型通所事業の定員は地域密着型通所介護，通所介護及び介護予防相当通所事業とは
基準緩和型通所事業の定員の考え方について，地域密着型通所介護， 別に定める必要がありますので，定員は一体的には考えられません。
通所介護及び介護予防相当通所事業と一体的に考えて良いか。
基準緩和型通所事業の提供日にあっては，サービス提供時間において専従1に必要数の職員を配
置する必要があります。

3

人員基準について

基準緩和型通所事業の人員配置について，管理者は介護予防相当通
所事業と基準緩和型通所事業それぞれに配置する必要があるのか。ある それぞれの管理者業務に支障がなければ，介護予防相当通所事業と基準緩和型通所事業の管理
いは，両者の兼務して良いのか。さらに，両者の管理者を兼務しつつ介護 者を兼務しても良いこととし，また，介護職員を兼ねることも可能です。
職員を兼務することは可能か。
なお，介護職員の配置については，基準緩和型通所事業の提供時間中に1以上必要数の介護職
また，通所介護と同様に，1以上配置とは，サービス提供時間に応じた 員を配置することとなります。
従事時間数の総和を配置することで満たすと解釈して良いか。

4

設備基準について

基準緩和型通所事業の設備基準について，地域密着型通所介護，通
所介護及び介護予防相当通所事業とを一体的に行う場合スペースの区
分が必要となるのでしょうか。

運営基準について

基準緩和型通所事業の利用者の状態像は，身体機能が自立している者であり，入浴，排せつ，食
事等のサービスを受ける際の介護職員による介助は想定していませんが，その者に対する浴室等の
基準緩和型通所事業について，入浴，排せつ，食事等の介助を行わ
設備の利用や食事の提供を妨げるものではありません。
ないサービスとあるが，あくまで介助を行わないということで，入浴設備の
また，基準緩和型通所事業は介護予防相当通所事業と比べサービス内容・人員・設備基準が緩和
使用や食事の提供を妨げるものではないと解釈して良いか。
されており，介護者の手間も軽減されています。
また，最低3時間以上のサービスの提供を行うこととするとあるが，介護
なお，条例に規定する基本方針を達成するためには，単に事業所側から食事や入浴等の提供を受
予防相当通所事業から緩和したと言えないと思われるが，時間設定の根
けるのではなく，利用者に，一体的に行われる通所介護等の業務における直接的な身体介護を除い
拠は何か。
た様々な業務の補助行為に携わってもらうことが必要となると考えられるため，通所介護のサービス
提供時間の最短時間である3時間を設定したものです。

5

6

運営基準について

一体的な運営とはならないため，区分はしないでください。

福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員，設備及び運営並びに指
定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成28年
基準緩和型通所事業の1日のプログラム内容は基本的には介護予防相
条例第33号）の具体的取扱方針に示しています。
当通所事業と同様で良いか。
URL(http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/62032.pdf)

7

実費徴収について

入浴サービスの利用者への実費徴収は可能か。

基準緩和型通所事業利用者に対する浴室利用を妨げるものではありませんが，その浴室利用に関
する経費については，基本単価の中に算定されていることから実費徴収は不可とします。

基準緩和型通所事業の提供時間について，設定したサービス提供時間 基準緩和型通所事業のサービス提供時間は，3時間以上であることが要件であり，上限は定めてい
（3時間以上）を超えて延長サービスを実施した場合に利用者への実費徴 ません。なお，基準緩和型通所事業には該当しないサービスを提供した場合の実費徴収を妨げるも
収は可能か。
のではありません。

8

実費徴収について

9

事業所区分について

10

基準緩和型通所事業と地域密着型通所介護，通所介護及び介護予防
相当通所事業を一体的に行う場合，サービス提供時間も一体的にそろえ
サービス提供時間に る必要があるのか。
ついて
あるいは，サービス提供時間を変えた場合には，2単位以上での運営と
みなされるのでしょうか。その場合，人員をそれぞれにおいて配置しなくて
はならないのでしょうか。

地域密着型通所介護，通所介護及び介護予防相当通所事業の利用定員と基準緩和型通所事業
通所介護の事業所規模の区分について基準緩和型通所事業の利用者
の利用定員は分けて考えることとなりますので，基準緩和型通所事業の利用者数の増減は地域密
はどのように算定するのか。
着型通所介護，通所介護及び介護予防相当通所事業の区分に影響は与えません。

指定事業者による基準緩和型通所事業は，地域密着型通所介護，通所介護及び介護予防相当通
所事業と一体的に行うことを基本方針としており，基準緩和型通所事業の提供時間は，地域密着型
通所介護，通所介護及び介護予防相当通所サービスの提供時間の範囲内で3時間以上の時間設定
をすることとなります。
また，通所介護等との一体的なサービス提供を行う前提でサービス提供時間や場所を分けた場
合，単位は別なものとして考え，それぞれ必要な人員を配置することとなります。

■基準緩和型通所事業（委託事業者分）
番号

1

2

分類

設備基準について

質問

回答

基準緩和型通所事業(委託)の設備基準について，同一敷地内で指定居
宅サービス，指定介護予防サービス，指定介護予防相当通所介護所
スポーツジムやメディカルフィットネスが介護保険サービス事業所でない場合には，区分をする必要
サービスまたは指定基準緩和型通所サービスを実施する場合は，区分の
はありません。
方法を記載することがあるが，スポーツジムやメディカルフィットネスの場
合は，区分をせずに，利用者を受け入れることは可能か。

・実施要綱第7条の週に1回は個人によって曜日は違うのか。
・提供時間3時間程度は送迎は含まれるのか。
・自立支援をテーマにしていて送迎は必要か。
運営基準等について
・住民主体で運動を広める為に100歳体操を進めているのでこの基準緩
和型通所事業の目的は何か。

地域包括支援センターのケアマネジメントに基づき，曜日等も決めていくため，個人によって曜日は
違います。但し，その際には事業所の基準緩和型サービスの営業が行われている日の設定となると
想定されます。
また，3時間の提供時間に送迎は含まれません。送迎は，再委託も可としており，利用者の状態像
はＡＤＬの自立している方であり，自分で実施場所まで来られる場合は送迎の必要はありません。
なお，介護予防・健康づくり，機能回復訓練などで高齢者本人のみにアプローチするサービスであ
る緩和した基準による通所型サービスと地域づくりまでを目指すいきいき百歳体操は相違があるもの
となります。

3

基準緩和型通所事業(委託)について，福山市としていきいき百歳体操を
普及･推進しているところであると解釈しているが，この普及･推進を十分
に推し進める前に，給付活用でのサービス提供体制を整備することに対
する矛盾を感じざるを得ない。
この点について，高齢者支援課としての意見を是非お伺いしたい。委託
多様なサービス類型
事業だけではなく，総合事業のサービス全体を通して，福山市の介護予
の考え方について
防施策を進めるうえで，どのようにつながるのか福山市としてのビジョンの
今一度分かりやすくご説明いただけないか。
サービス提供者側はもちろんだが，サービス受給者側の考え方，ケアマ
ネジメントを行う包括支援センター・居宅介護支援事業者がどのように考
え行動することが望ましいと考えているのかを明示していただけないか。

事業の位置づけでありますが，昨年4月から開始した介護予防・日常生活支援総合事業は，「介護
予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に区分され，「介護予防・生活支援サービス事
業」はこれまでの介護予防給付の訪問介護と通所介護のサービスがこの事業に移行するとともに，
訪問・通所とも4類型に区分されています。
一方，お尋ねの「いきいき百歳体操」は「一般介護予防事業」に位置付けており，これまでの一次予
防事業・二次予防事業の流れを引き継ぐとともに，新たな視点として，1年齢や心身の状況で分け隔
てることなく住民運営の場を充実させ，人と人の繋がりを通じて，地域づくりを進める 2リハ職等に参
加してもらい介護予防を機能強化する こととされています。
従って，介護予防・健康づくり，機能回復訓練などで高齢者本人のみにアプローチするサービス（相
当サービス，緩和した基準によるサービス，短期集中予防サービス）と地域づくりまでを目指す「いき
いき百歳体操」は自ずと相違があることとなります。
本市では，昨年4月から一般介護予防事業の中で「いきいき百歳体操」と「高齢者の居場所づくり」
を開始しており，基本として，この二つの事業をセットで地域へ浸透させることとしています。
なお，「介護予防・生活支援サービス事業」のサービス利用についてのお尋ねでありますが，通所・
訪問とも4類型のサービスを開始することとなり，地域包括支援センターによる適切なアセスメントに
基づき，4類型のサービスの相違点をしっかり把握したうえで，ケアプラン作成をしていただくこととな
ります。（これまでと同様です。）
また，通所サービスの緩和（委託）については，短期集中予防サービスを終了した方のその後の受
け皿となるサービスとして想定しており，利用者の自主性を重んじ地域で自立した生活ができるよう
目指すものとなります。

■基準緩和型訪問事業（指定事業者分）
番号

1

2

分類

質問

回答

人員基準について

指定事業者における基準緩和型訪問事業の生活支援員及び訪問事業責任者資格要件は，介護
予防訪問相当事業の訪問介護員の資格要件と同様です。
基準緩和型訪問事業の訪問事業責任者及び生活支援員の資格要件に
具体的には，「介護福祉士」，「看護師・准看護師」，「実務者研修修了者」，「介護職員初任者研修
ついて，「等」にあたる職種は他にどのような職種を想定しているのか。
修了者」，「介護職員基礎研修修了者」，「訪問介護員1級・2級養成研修課程修了者（ヘルパー1級・2
級）となります。

人員基準について

基準緩和型訪問事業の人員基準について，管理者は，介護予防相当
訪問事業･基準緩和型訪問事業(指定･委託)と同一事業所が指定･受託す
る場合，3サービスとも兼務できるのか。
さらに業務に支障がなければ，訪問事業責任者あるいは生活支援員を 管理者，生活支援員ともに，それぞれのサービスの提供体制に支障がなければ，3サービスを兼務
兼務することができるのか。
することは可能です。
また3サービスを指定･受託する場合，それぞれについてサービス提供
責任者あるいは訪問事業責任者を配置しなくてはならないのか。それと
も，3サービスとも兼務可能か。

3

基準緩和型訪問事業の提供時間について，1回につき45分～1時間とあ
居宅において要する一定以上の手間を保険給付の対象となると考えています。標準的なサービス
サービス内容について るが，45分～1時間の生活支援というのは長時間に思われる。どのような
提供の時間が告示の要件を下回るのであれば，算定の要件とはなりません。
支援を想定されての時間設定なのか。

4

介護予防ケアマネジメントによると思われるが，単純な目安で，週2～3
介護予防ケアマネジメ 回の訪問サービスが必要な利用者は介護予防相当訪問事業をそのまま
身体介護の必要性の有無が判断要素になりますが，一律に考えるものではありません。利用者の
ントについて
利用し，週1回の利用者は介護予防相当訪問事業か基準緩和型訪問事 希望も含め，総合的な判断をお願いします。
業(指定･委託)かの何れかを選択することと考えて良いか。

■基準緩和型訪問事業（委託事業者分）
番号

1

2

分類

人員基準について
（再掲）

質問

回答

基準緩和型訪問事業の人員基準について，管理者は，介護予防相当
訪問事業･基準緩和型訪問事業(指定･委託)と同一事業所が指定･受託す
る場合，3サービスとも兼務できるのか。
さらに業務に支障がなければ，訪問事業責任者あるいは生活支援員を 管理者，生活支援員ともに，それぞれのサービスの提供体制に支障がなければ，3サービス兼務す
兼務することができるのか。
ることは可能です。
また3サービスを指定･受託する場合，それぞれについてサービス提供
責任者あるいは訪問事業責任者を配置しなくてはならないのか。それと
も，3サービスとも兼務可能か。

社会福祉協議会又はシルバー人材センターによる基準緩和型訪問事業 2015年度に実施していた社会福祉協議会及びシルバー人材センターによる基準緩和型訪問サー
介護予防ケアマネジメ （2015年度事業）の利用者は，4月1日から全員，包括の介護予防ケアマ ビスの利用者は，4月1日から実施の基準緩和型訪問事業に移行することとなります。
ントについて
ネジメントにより基準緩和型訪問事業（指定･委託）へ移行することとなる
なお，介護予防ケアマネジメントにつきましては，直近に立てたプランの期間が終了するまでは，立
のか。
て直しの必要はありません。

■その他
番号

分類

質問

回答

1

短期集中予防サービスが一杯になり，3ケ月間は申込み出来なくなった
場合，その間は暫定的に基準緩和型事業又は介護予防相当事業の利用 利用定員が不足する状況にあっては，短期集中予防サービスの実施を条件付けるものではありま
サービス利用について
が可能か，そのとも短期集中予防サービス実施まで何も利用出来ないの せん。
か。

2

介護予防ケアマネジメ 基準緩和型訪問・通所事業のみを利用した場合，介護予防ケアマネジメ
ご質問の利用状況の場合，介護予防ケアマネジメントＢの請求は6ヶ月に1回市へ直接請求し，その
ント費の請求等につい ントＢとなるが，利用料は国保連請求となるのであれば，地域包括支援セ
請求とは別に国保連に対し，毎月サービス給付管理を行うこととなります。
て
ンターより毎月サービス利用料のみを請求するのか。

