
平成29年3月8日・3月9日 
広島市高齢福祉部介護保険課 

介護予防・日常生活支援総合事業について 



総合事業の概要 

 この資料は、広島市総合事業の概要を抜粋・簡略化した
ものになります。 
 
 概要についての詳細な資料は、広島市ホームページに掲
載している各種事業者向け説明会資料を参照してください。 
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総合事業とは 
 
 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）とは、
介護保険制度の中で、市町村が地域の実情に応じて実
施する事業です。 
 
 介護保険法の改正により、現在の要支援１、２の人
が利用する介護予防サービスのうち、介護予防訪問介
護と介護予防通所介護の２つのサービスが、総合事業
の訪問型サービスと通所型サービスへ移行することに
なっています。 
 
 広島市では、平成２９年４月から、総合事業へ移行
します。  
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なぜ総合事業へ移行するのか 
 

 多くの高齢者の方が出来る限り住み慣れた自宅で暮らしたいと
思っている一方で、少子高齢化により介護サービスの担い手の確保
が難しくなることが見込まれています。また、地域住民のつながり
が希薄化している中で、住民同士の日常的な交流や支え合いも困難
になってきています。 
 
 こういった問題に対応するため、これまでの介護事業者による
サービスのみでなく、地域団体やＮＰＯ、ボランティアなどの多様
な主体による、多様な支援・サービスを提供する体制をつくるとと
もに、地域における住民の通いの場を充実させることを目指してい
ます。 
 
 この体制づくりを、地域の実情に応じて実施するために、全国一
律の介護予防サービスから、市町村が中心となって実施する総合事
業へ移行するものです。 
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総合事業の実施による変更点 
 

 ◎ 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、総合事 
  業の訪問型サービス・通所型サービスへ移行します。 
 
 ◎ 要支援１・２の方の他に、新たに実施する「基本 
  チェックリスト」により、一定の基準に該当すると、 
  事業対象者として、訪問型サービス・通所型サービスの 
  利用ができるようになります。 
 
 ◎ これまでの介護事業者によるサービスに加えて、 
  地域住民やボランティアなどによるサービスなど、 
  サービスの種類が増えます。 
 
 ◎ ６５歳以上の方全てが利用・参加できる地域の通い 
  の場づくりを促進します。 

5 



 「事業対象者」とは、厚生労働省が作成した２５項目の調査項目（「基チェッ
クリスト」といいます。）に該当する方です。 
 
 ① 基本チェックリストに該当し、 
 
 ② 地域包括支援センターなどからケアマネジメントを受けることの届出書  
  （「介護予防ケアマネジメント依頼届」といいます。）を提出することで、 
  事業対象者として総合事業のサービスが利用できるようになります。 
 
 基本チェックリストは地域包括支援センターか区健康長寿課で実施します。 
 

事業対象者とは 

 ◎ ６５歳未満の方 
 
 ◎ 訪問型サービス・通所型サービス以外の介護予防給付のサー 
  ビス（訪問看護や福祉用具のレンタルなど）が必要な方 
 

（注意）次に該当する方は、要支援認定を受けてください。 
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4月～ 
平成30年 
4月～ 

介護予防訪問・通所介護の総合事業への移行の例 

平成29年 
3月末 

平成29年4月１日時点で引き続き要

支援認定者の場合、認定更新までは

予防給付のサービスを継続し、更新

後総合事業へ移行 

区  分 

介護予防給付の 
訪問・通所介護 

総合事業のサービス 
認定 
更新 要

支
援
認
定
者 

 平成29年4月１日において、すでに要支援認定を受けている方は、その認定
更新までは介護予防訪問介護・介護予防通所介護のサービスを利用します。 
 現在受けている要支援認定の有効期間の満了日が、平成29年3月31日である
方は、平成29年4月1日から、総合事業のサービスへ移行します。 

介護予防給付の 

訪問・通所介護 
総合事業のサービス 認定 

更新 

認定有効期間の満了日が平成29年3

月31日の要支援者は、平成29年4月

1日から総合事業へ移行 

平成29年4月以降の新規の要支援認

定者・事業対象者は、認定の有効期

間開始日又は介護予防ケアマネジメ

ントの届出年月日から総合事業の

サービスを利用 

総合事業のサービス 新規
認定 

※ 介護予防訪問介護・介護予防通所介護の 
  総合事業への移行の時期について 
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広島市総合事業の内容 

 この資料は、広島市総合事業の概要を抜粋・簡略化した
ものになります。 
 
 概要についての詳細な資料は、広島市ホームページに掲
載している各種事業者向け説明会資料を参照してください。 
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要支援者１・２と事業対象者の方
が利用できる事業 

 
介護予防・生活支援サービス事業 

 
 
 
 
 

※ケアマネジメントが必要 
 
 

 

６５歳以上であれば誰でも 
利用できる事業 

 
一般介護予防事業 

 
 
 
 
 

※ ケアマネジメントを受けなくても 
利用可 

 
 

介護事業者やボランティアなどに
よる訪問型・通所型のサービス 

地域住民などが運営する 
地域の通いの場など 

 まず、大きく分けて、 
 「要支援１・２と事業対象者の方が利用できる事業」 
 と、 
 「６５歳以上であれば誰でも利用できる事業」 
 の２種類があります。 

総合事業のサービス類型 
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広島市の訪問型サービス（①訪問介護・②生活援助特化型） 

区分 ①訪問介護サービス（現行相当型） ②生活援助特化型訪問サービス（基準緩和型） 

サービス提供
の考え方 

現行の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービ
ス。既に訪問介護サービスを利用しており、サー
ビス利用の継続が必要な方や、身体介護を伴うた
め訪問介護員による専門的なサービスが必要な方
に対し、これまでと同様のサービス提供を行う。 

現行の介護予防訪問介護の人員基準等を緩和した訪問型
サービス。現行の訪問介護員や、一定の基準の研修を受け
た生活援助員が、生活援助の必要な方に対してサービス提
供を行う。 

サービス内容 身体介護、生活援助 生活援助 

利用回数・ 
提供時間 

ケアプランに基づき決定 
  

ケアプランに基づき決定 
 

単価 
(1月あたり） 

週１回程度        1,168単位 
週２回程度        2,335単位 
週２回超(要支援２のみ）  3,704単位   

週１回程度          983単位 
週２回程度       1,965単位 
週２回超(要支援２のみ）  3,117単位   
（現行の介護予防給付の84%程度） 

利用者負担 介護予防給付の利用者負担割合と同様 
 1割又は2割 

介護予防給付の利用者負担割合と同様 
 1割又は2割 

実施主体 ・実施主体        現行と同様（指定事業者） 
・サービス従事者 訪問介護員 

・実施主体        現行と同様（指定事業者） 
・サービス従事者 訪問介護員 
         生活援助員（一定の研修修了者） 

指定基準 
 

現行の省令基準通り ○ 訪問介護サービスと一体実施の場合 
 ・訪問事業責任者（1人以上の配置、支障がない場合は 
  サービス提供責任者の兼務可能） 
 ・生活援助員は実情に応じた適当数を配置  
  （配置しないことも可能） 
○ 単独実施の場合  
 ・管理者 ・訪問事業責任者（1人以上の配置、 
    初任者研修修了以上、常勤勤務要件無し） 
  生活援助員（常勤換算1.0人以上、一定の研修修了者） 
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広島市の訪問型サービス（③住民主体型・④短期集中予防支援） 

区分 
③住民主体型生活支援訪問サービス 

（住民主体型） 
④短期集中予防支援訪問サービス 

サービス提供の 
考え方 

簡易な生活支援があれば、居宅で自立した生活を送る
ことが可能な高齢者に対し、地域団体等により、家事
の援助やこれまで提供していなかった生活援助等を提
供する。 

理学療法士や作業療法士、管理栄養士が心身の状況や
生活環境に応じ、日常生活動作や生活機能の改善に向
けた相談支援を短期間集中的に行うサービス。 

サービス内容 ・上記の①、②と同じ「生活援助」に相当するサービ
ス 
（例）掃除、洗濯、一般的な調理など 
 
・上記に加えて、高齢者の生活支援のために提供する
ことが適当なサービス 
（例）草むしり、家具の移動・修繕、書類の代読、買
い物などの外出の付き添いなど 

専門職による自立に向けた相談支援 
 ※要支援者は居宅療養管理指導の併用不可 
 

利用頻度等 ケアプランに基づき決定 ２週間に１回、３～６か月間 

単価 
（団体補助額） 

・運営費 １０万円（限度額） 
・ボランティアコーディネーターへの謝礼金 
  活動日１日当たり１０００円（限度額） 

・1回あたり  30分  5,800円 
       60分  11,600円 

利用者負担 有償ボランティアにふさわしい範囲で、各実施団体が
設定 

１割負担 

実施主体 町内会、地区社協、老人クラブ、ＮＰＯ法人等のうち、
実施団体として市が認めたもの（補助） 

介護保険事業所、医療機関等（委託） 
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広島市の通所型サービス（①１日型・②短時間型） 

区 分 ①１日型デイサービス（現行相当型） ②短時間型デイサービス（基準緩和型） 

サービス提供
の考え方 

現行の介護予防通所介護に相当する通所型サービス。
既に通所介護サービスを利用しており、サービス利用
の継続が必要な方、生活支援（入浴や食事）が必要な
方などに、これまでと同様のサービス提供を行う。 

現行の介護予防通所介護の人員基準等を緩和した 

通所型サービス。運動機能の低下により、３か月 

から１２か月の機能訓練で改善が見込まれる方に、

２時間以上３時間未満のサービス提供を行う。 

サービス内容 生活支援、機能訓練、レクリエーション、送迎 運動を中心とした機能訓練等、送迎 

利用回数・ 
提供時間 

ケアプランに基づき決定 ケアプランに基づき決定 
利用時間2時間以上～３時間未満 
利用期間 原則３～12か月 

単価 
（1月あたり） 
 

事業対象者、要支援１（週1回程度） 1,647単位  
要支援２ （週1回程度）     1,647単位  
要支援２ （週２回程度）            3,377単位 
 

※ 介護報酬改定の時期を目途に、総合事業の実施 
 状況も踏まえて、サービス提供時間に応じた単価 
 設定を検討する。 

事業対象者、要支援１（週1回程度） 1,421単位  
要支援２ （週1回程度）     1,421単位  
要支援２ （週２回程度）            2,911単位 
（現行の介護予防給付の86%程度） 

※ 事業所評価加算により機能改善等を評価するこ 
 とを検討中 

利用者負担 介護予防給付の利用者負担割合と同様 
 1割又は2割 

介護予防給付の利用者負担割合と同様 
 1割又は2割 

実施主体 
・実施主体          現行と同様（指定事業者） 
・サービス従事者 現行と同様（介護職員等） 

・実施主体          現行と同様（指定事業者） 
・サービス従事者 現行と同様（介護職員等） 

指定基準 
 

 

現行の省令基準通り ・ 看護職員配置不要等の人員基準緩和 
・ 静養室の施設基準緩和  
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広島市の通所型サービス  
（③短期集中運動型デイサービス・④短期集中通所口腔ケアサービス） 

区分 ③短期集中運動型デイサービス ④短期集中通所口腔ケアサービス 

サービス提供
の考え方 

理学療法士や作業療法士などの専門職が生活
機能の改善のため、運動器の機能向上プログ
ラムを提供するサービス。 

口腔機能低下がみられる方に対して、歯科医
院において歯科医師や歯科衛生士が口腔清掃
の自立支援 や摂食、嚥下機能向上のための
支援を提供するサービス。 

サービス内容 専門職による運動器の機能向上プログラム 歯科医師又は歯科衛生士による口腔機能向上
プログラム 

利用頻度等 週１回、１回あたり１～２時間、３か月間 ２週間に１回程度、全７回、１回あたり１５
分以上 

単価 １回あたり  4,700円 １回あたり  2,300円  

利用者負担 １割負担 １割負担 

実施主体 介護保険事業所等 

（委託） 

歯科医師会（委託） 
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広島市の一般介護予防事業 

区分 介護予防拠点 地域高齢者交流サロン 認知症カフェ 

基本的な 
考え方 

歩いて通える場所に地域に開かれた
住民運営の介護予防拠点を整備し、
誰もが介護予防に取り組める地域づ
くりを進める。 

地域団体（町内会・自治会、 
地区社会福祉協議会など）が 
実施する「ふれあい・いきいき
サロン」などを活用し、高齢者
の誰もが参加でき、介護予防に
資する様々な「通いの場」の 
活性化を図る。 

認知症の人とその家族、地域住
民、専門職等が気軽に集うこと
ができ、相互交流や専門職によ
る相談・助言等により、認知症
の人とその家族の孤立化防止や
地域で認知症の人とその家族を
支える体制づくりを進める。 

活動内容 ・住民主体で運動を中心とした介護
予防につながる活動 

・一定の場所で活動し、地域の高齢
者の誰もが参加できる 

・毎回の参加人数が、概ね10名以上 

・定期的に開催し、概ね１０名
程度の参加者がいる 

・広く地域の高齢者が参加でき
るものとする 

・レクリエーション、歌、情報
交換等の多様な活動を展開 

・気軽に集い、交流できる場の
提供 

・医療・介護・福祉等の専門職
による相談 

・サービスに関する情報提供や
認知症に関する講習会の実施
等 

活動頻度 週1回程度 介護予防に資する活動として適
切な回数（当面月１～２回） 

毎月1回以上、1回当たり3時間
以上の定期的な活動 

補助単価 参加人数に応じて1箇所当たり10万円
を上限 

サロン１箇所5万円を上限 1箇所当たり年額40万円を上限 

利用者負担 原則無料 原則無料（食事代などの実費は
利用者負担） 

原則無料（食事代などの実費は
利用者負担） 

実施主体 地域団体等 地域団体等 法人その他の団体、個人 
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介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの区分 

  要支援者と事業対象者のケアマネジメントは、介護予防給付による指定介護
予防支援事業と地域支援事業による介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支
援事業）に分類されます。 

区 分  

要支援１・２認定者 

予防給付によるサービスを利用 

（訪問介護・通所介護の併用含む） 

要支援１・２認定者 

訪問介護・通所介護のみの利用 

事業対象者 

基本チェックリスト該当者 

事 業 

介護予防給付 地域支援事業  

指定介護予防支援事業  

介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防ケアマネジメント 

 （第1号介護予防支援事業） 

包括的支援事業 

介護予防ケアマネジメント 

 （第1号介護予防支援事業） 

財 源 

介護予防支援費 介護予防ケアマネジメント費 

介護報酬 委託料 
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• 地域包括支援センターが要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている  
環境等に応じて、高齢者が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成します。 

• 介護予防ケアマネジメントの類型及び内容は、利用するサービスに応じて決まります。 

※ 現行相当、短期集中型及び基準緩和型のサービスは、介護ケアマネジメントＡ又はＢを行い、
住民主体型サービスや一般介護予防事業は、初回のみのケアマネジメントＣを行います。 

実施内容 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄA・B ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄC 

１ アセスメント（課題分析）         ○ ○ 

２ ケアプラン原案作成  
 （サービス担当者会議後、利用者の同意を得て確定する。）  

○ ― 

３ サービス担当者会議 ○ ― 

４ サービス利用開始 ○ ○ 

５ モニタリング（給付管理）  ○ ― 

６ 評価 
（実施期間終了後、目標の達成状況を評価し、今後の方針を決定） 

○ ― 

★ 介護予防ケアマネジメントの流れ 
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介護予防ケアマネジメントの類型 

ケアマネジメント： 
（原則的なケアマネジメント） 

ケアマネジメント； 
（簡略化したケアマネジメント） 

ケアマネジメント＜ 
（初回のみのケアマネジメント） 

対象 
サービス 

現行相当サービス 
 
短期集中型サービス 

基準緩和型サービス 
住民主体型サービス 
 
一般介護予防事業 

実施内容 

アセスメントを行い、ケアプランを作成する。併せて対象
サービス事業所等との利用調整を実施  

※通所サービス利用後は、一般介護予防事業等へ積極的につなぐ  

アセスメントを行い、対象
サービスの利用調整を実施 

 
※サービス利用中に再度ケア
マネジメントが必要になった
場合は、実施団体等が地域包
括支援センターに連絡 

1か月に1回モニタリング 
（面接は3か月に1回） 

1か月に1回モニタリング 
（面接は3か月目及び終了時に
必須） 

実施主体 
地域包括支援センター（委託） 

（要支援者に限り居宅介護支援事業所への再委託も可） 
地域包括支援センター 

（委託） 

委託料 
月430単位（4,601円） 

初回加算300単位（3,210円） 
月430単位（4,601円） 

初回加算300単位（3,210円） 
月730単位（7,811円） 

※初回のみ 

※類型の異なる複数のサービスを利用する場合は、A＞B＞Cの順で、より上位のケアマネジメントを適用する。 
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よくある質問 

 訪問介護・通所介護事業者の方や、居宅介護支援事業者
の方への説明会実施後に、多くあった質問を抜粋していま
す。 
 
 いただいた質問全体についての回答は、後日広島市ホー
ムページで公開します。  
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（問２）介護予防訪問介護又は介護予防通所介護と、 

    その他の介護予防サービス（福祉用具貸与等）を併せて利用する場合は、 

    総合事業へ移行しないのか。 

（問１）総合事業の訪問型サービス・通所型サービスは、 

    事業対象者でなければ利用できないのか。 

○ 総合事業の訪問型サービス・通所型サービスは、 

 「要支援１、２の方」と「事業対象者」が利用できます。 
 

○ 介護保険被保険者証に、「要支援１」、「要支援２」、「事業対象者」の 

  いずれかの記載がある方が、利用できる方です。 
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○ 福祉用具貸与等のその他の介護予防サービスを利用する場合も、 

  介護予防訪問介護・介護予防通所介護は、総合事業のサービスへ移行します。 
 

○ 平成３０年３月末をもって、介護予防訪問介護・介護予防通所介護はなくなります。 

 （全ての要支援認定者が平成３０年３月末までに認定更新を迎えるため、 

  制度上これらのサービスがなくなる時期は平成３０年３月末になります。） 
 

○ なお、この場合ケアプラン作成に係る報酬としては、介護予防支援費を算定します。 

共通事項 



（問３）４月以降に、新規に要支援認定を受けた者や、新規に事業対象者となった者は、 

    現行相当型サービス（訪問介護サービス又は１日型デイサービス）は、 

    利用できないのか。 

○ 利用できます。 

 （これまでと同様、ケアマネジメントにより必要と認められた場合に利用することとなり 

  ます。） 
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（問４）みなし指定は、基準緩和型サービス（生活援助特化型訪問サービス又は短時間型デイ 

    サービス）にも効力が及ぶのか。 

○ 基準緩和型サービスには、効力が及びません。 
 

○ 平成２７年３月３１日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた 

  事業所は、平成２９年４月～平成３０年３月末までは、 

  訪問介護サービス（現行相当型）又は１日型デイサービス（現行相当型）の指定を 

  みなします（みなし指定）が、基準緩和型サービスにはみなし指定の効力は及びません。 
 

○ 平成２９年４月以降、基準緩和型サービスを実施する場合は、全ての事業所が指定申請 

  を行う必要があります。 



（問５）訪問介護サービス（現行相当型）と生活援助特化型訪問サービス（基準緩和型）の 

    違いがよく分からない。 

○ 訪問介護サービス（現行相当型）は、 

  「身体介護のみ」又は「身体介護と生活援助」を提供するサービスです。 
 

○ 生活援助特化型訪問サービス（基準緩和型）は、 

  「生活援助のみ」を提供するサービスです。 
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訪問型サービス関係 

（問６）現在、介護予防訪問介護を利用している者のうち、 

    サービス内容が「生活援助のみ」である者は、総合事業への移行の後は、 

    生活援助特化型訪問サービス（基準緩和型）を利用することとなるのか。  

○ お見込みのとおりです。 
 

○ 介護予防訪問介護を提供している事業所が、生活援助特化型訪問サービスの指定を 

  受けない場合は、原則、他の生活援助特化型訪問サービスを実施する事業所へ、 

  利用者を移行する必要があります。 
 

○ また、生活援助特化型訪問サービスの指定を受けない事業所においては、 

  平成２９年４月以降、生活援助のみが必要な利用者を受け入れることはできません。  



（問７）自立生活支援のための見守り的援助をサービス内容に含む場合は、 

    訪問介護サービス(現行相当型)を提供することになるのか。 

○ お見込みのとおりです。 

  自立生活支援のための見守り的援助は、身体介護に区分されるため、 

  訪問介護サービス(現行相当型)で実施することになります。 
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（問８）サービス提供時間を３時間１５分としているが、 

    １日型デイサービス（現行相当型）へ参入できるか。 

○ １日型デイサービスには、提供時間の定めはありませんので、 

  人員基準・設備基準を満たしていれば、提供時間にかかわらず参入可能です。 
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通所型サービス関係 

（問９）生活支援（食事・入浴）を実施していないが、 

    １日型デイサービス（現行相当型）へ参入できるか。 

○ 生活支援（食事・入浴）を実施していなくても、 

  人員基準・設備基準を満たしていれば、参入可能です。 
 

○ １日型デイサービス（現行相当型）は、現行の介護予防通所介護と同等のサービスです。 

  サービス内容に生活支援が含まれることを想定していますが、必ずしも生活支援を 

  実施しなければならないものではありません。 



（問10）短時間型デイサービス（基準緩和型）は利用期間が３～１２か月となっているが、 

     期間満了後は利用ができないのか。 

○ 目標どおり機能の改善が達成できなかった場合であって、ケアマネジメントにより 

  継続して利用が必要であると判断された場合には、継続して短時間型デイサービスを 

  利用することも可能です。 
 

○ 目標どおり機能改善した場合には、短時間型デイサービスの利用を終了し、 

  本人の希望や心身の状態等によって、一般介護予防事業等へ移行します。 
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（問12）上記の場合、介護予防支援において作成した介護予防サービス計画とは別に、 

     介護予防ケアマネジメントとして計画を作成しなければならないのか。 

○ 介護予防支援（介護予防サービス計画の作成）を行っていれば、 

  介護予防ケアマネジメントとして、計画を別に作成する必要はありません。 
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介護予防支援関係 

（問11）訪問介護サービス(現行相当型)と通所リハビリテーションを利用している者について、 

    本人が通所リハビリテーションの利用をキャンセルし、月を通じて利用がなかった。 

    介護予防支援費は算定できないのか。      

○ 介護予防支援を実施していれば、報酬として、介護予防ケアマネジメント費が 

  算定できます。 
 

○ 給付管理票に総合事業のサービスのみを記載する月は、介護予防ケアマネジメント費を算定し、 

  予防給付のサービス又は地域密着型介護予防サービスの記載がある月は、介護予防支援費を 

  算定します。 


