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１ 「介護予防･日常生活支援総合事業」とは 

  

 

 

 

 

 

 介護や生活支援を必要とする高齢者や、単身生活者や高齢者のみの世帯が増える中、生

活の継続に必要な買い物や掃除の支援、高齢者が生きがいを持って参加できる活動が、こ

れまで以上に必要になると見込まれます。  

このため、従来のホームヘルプやデイサービスだけではなく、住民が実施する取組も含

めた多様な担い手による高齢者の支援体制を、地域の中に作っていくことが必要になって

います。  

自分らしく地域で暮らし続けるためには、一人ひとりができる限り介護予防に努めると

ともに、地域や家庭の中で何らかの役割を担いながら生活することが大切です。また、役

割を担うことは介護予防にもつながります。地域の誰もが参加できる身近な場所での「体

操教室」や「サロン」など、住民の自主的な介護予防活動の立ち上げや運営について幅広

く応援します。  

こうした住民の皆さんの参加による、幅広い支え合いの地域づくりを推進するため、加

西市では、平成 28年度より介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」とい

う）を実施しており、令和 3年 4月 1日より通所型サービス A等の緩和型のサービスを実

施します。 

  

介護保険法第115条の45第1項に規定  

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、要支援認定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

を目指すもの。 
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２ 介護予防・生活支援サービス事業  

⑴  事業内容  

介護予防・生活支援サービス事業は要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するた

め、旧介護予防相当のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度

の対象とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旧介護予防訪問介護相当 多様なサービス 

訪問型サービス 訪問型サービスＢ 訪問型サービスＢ 

実施方法 事業所指定 

シルバー訪問型サービスＢ 

委託 

(シルバー人材センター) 

社協訪問型サービスＢ

委託 

(社会福祉協議会) 

サービス

内 容 

入浴介助、排せつ介助食事

の介助を主として、掃除や

整理整頓、生活必需品の買

い物、食事の準備や調理、

衣類の洗濯や補修等 

掃除や整理整頓、生活必需

品の買い物、食事の準備や

調理、衣類の洗濯や補修等 

掃除や整理整頓、生活

必需品の買い物、衣類

の洗濯や補修等 

対象とな

るケース

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 

■訪問介護員によるサー

ビスが必要なケース 

・身体介護が必要なケー

ス 

・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 

・退院後３ヶ月以内等状

態が変化しやすく、専門的

なサービスが必要なケー

ス 

・療養食が必要なケース 

■生活援助のみの提供を必

要とし、少しの手助けと見

守りにより、自立を促せる

状態にあるケース 

■専門的なケアの必要がな

いケース 

（訪問介護員の必要がない

ケース） 

■生活援助のみの提供

を必要とし、少しの手

助けと見守りにより、

自立を促せる状態にあ

るケース 

■専門的なケアの必要

がないケース 

（訪問介護員の必要が

ないケース） 

提供時間 
ケアマネジメントで 

設定された時間 

ケアマネジメントで 

設定された時間 

ケアマネジメントで 

設定された時間 

訪問型サービスの種類等 
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※旧介護予防通所介護相当の通所型サービスを利用中の方のケアマネジメントに

おいては、状態の確認をされる際、ご本人の希望等により漫然と旧介護予防通所

介護相当の通所型サービスを利用することのないよう、適切なケアマネジメント

を徹底してください。 

 旧介護予防訪問介護相当 多様なサービス 

訪問型サービス 
シルバー訪問型サー

ビスＢ 

社協訪問型サービス

Ｂ 

請求方法 月ごとの支払 １回ごとの支払 １回ごとの支払 

単価 

（月あたり） 

週１回 

程度 
1,176単位   

週２回 

程 度 
2,349単位   

週２回

を超え

る程度 

3,727単位 

(要支援２のみ) 
  

自己負担額 

原則１割 

一定以上所得者は２割

または、３割負担 

２５０円／３０分 

（現金） 

２５０円／３０分 

（現金） 

限度額管理の有無 
限度額管理の対象 

（国保連における管理） 
限度額管理なし 限度額管理なし 

事業者への 

支払い方法 
国保連経由 

市から委託料を 

受託者へ 

直接支払 

市から委託料を 

受託者へ 

直接支払 

ケアマネジメント 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Ｃ 

サービス

種別 

旧介護予防通所介護相当 緩和型サービス 

通所型サービス 通所型サービスＡ 

実施方法 事業所指定 事業所指定 

サービス

内容 

旧介護予防通所介護と同様 

・入浴サービス 

・レクリエーション、体操 

・機能訓練等 

・食事、入浴、排せつ介助等を実施しな

い３時間以上のサービス 

・運動 ・レクリエーション 

・その他 

入浴サービスはなし 

対象とな

るケース

とサービ

ス提供の

考え方 

要支援者及び事業対象者のうち 

・入浴が必要な方 

・認知機能低下のある人、精神疾患、

知的障がいなどにより生活に支障があ

る方 

・退院後３か月以内で状態が不安定、

またはそれらと同等と認められる方

で、専門的なサービスが必要な方※ 

要支援者及び事業対象者のうち、左記

以外の方 

 

 

訪問型サービスの報酬等 

通所型サービスの種類等 
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⑵ 介護予防・生活支援サービス事業の対象者 

総合事業の対象者は、要支援認定者及び基本チェックリストの記入内容が事業対象の

基準に該当した者（以下、「事業対象者」という）を対象者とします。 

ア 令和３年４月以降に新規・更新・区分変更により、要支援認定を受けた方 

 ※令和３年４月以前に要支援認定を取得後、介護保険サービス未利用等で令和３年

４月以降にサービス調整される方については、緩和型サービスの対象に該当される場合

は緩和型サービスの利用を基本として調整してください。 

イ 令和３年４月以降に基本チェックリストにより、事業対象者に該当された方 

総合事業によるサービスのみを利用する場合には、基本チェックリストを用いること

で要介護認定等を省略して、迅速に総合事業の利用開始につなげることができます。 

事業対象者が利用できるサービスについては、介護予防ケアマネジメントに基づいて 

利用することになります。（ただし、基本チェックリストのみでは、「明らかに認定申請

が不要」な状態の判断が困難なため、当初アセスメント等において旧介護予防相当のサ

ービス利用が想定される場合には、要介護（要支援）認定申請を案内することが望まし

いと考えています。） 

また、４０歳～６４歳の第２号被保険者については、特定疾病に起因して要介護状態 

等となっていることがサービスを受ける前提となるため、要支援の認定を受けることに 

より総合事業を受けることができます。 

 

⑶ 事業対象者について 

サービス種別 
旧介護予防通所介護相当 緩和型サービス 

通所型サービス 通所型サービスＡ 

１か月

あたり

の費用

単価 

事業対象者 

要 支 援 １ 
1,672単位 

 

364単位／回 

 

  要 支 援 ２ 

(週 1回程度) 
1,714単位 

要 支 援 ２ 

(週 2回程度) 
3,428単位 

提供頻度 
現状のとおり 

事業対象者、要支援 1：週 1回 

要支援 2：週 1回、週 2回 

限度額管理の有無 限度額管理の対象（国保連における管理） 

サービス事業者への支

払い方法 
国保連経由 

請求方法 月ごとの支払 

自己負担額 原則１割、一定以上所得者は２割または、３割負担 

ケアマネジメント ケアマネジメントＡ 

通所型サービスの報酬等 

※加算なし 
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基本チェックリストの結果、事業対象者の基準に該当した者については、市に被保険

者証と基本チェックリスト及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント

依頼届出書を提出することで、市が総合事業の対象者として登録し、「事業対象者」で

ある旨を記載した被保険者証を事業対象者に交付します。 

 

事業対象者における介護保険被保険者証の記載内容 

要介護状態区分等 「事業対象者」 

認 定 年 月 日 基本チェックリスト実施日 

認定の有効期間 
有効期間の開始日（＝介護予防ケアマネジメン

ト適用年月日）のみ記載 ※ 

区分支給限度基準額 要支援１と同様の単位数 

届 出 年 月 日 介護予防ケアマネジメント依頼の適用年月日 

 

※事業対象者の認定の有効期間について 

 ・有効期間の開始日は、介護予防ケアマネジメント依頼の適用年月日と同日になりま

す。 

 ・有効期間の終了日は定めませんが、以下の場合には終了となります。 

  ①介護保険の資格を喪失（死亡・転出等）したとき 

  ②要介護（要支援）認定を取得したとき 

  ③事業対象者有効期間・介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書を提出したとき 

 

３ 相談から基本チェックリストの運用について 

⑴  窓口での相談受付 

ア 相談窓口は、①市、②地域包括支援センター、③居宅介護支援事業所（更新の

場合のみ）とします。 

イ 相談においては、受付確認シート（介護保険申請書・基本チェックリストの裏

面）を活用します。 

ウ 要支援の介護保険更新申請においても、受付確認シートを活用します。 

 

⑵  受付確認シートの活用と実施 

 

＜受付確認シートの目的＞ 

総合事業あるいはそれ以外のサービスを勧めるにあたっての根拠と、相談を受ける者

の相談技術の力量の統一を図るためのものです。 

相談者のニーズに対して、基本チェックリストまたは要介護（要支援）認定申請、一

般介護予防等に振り分けます。 

 

＜受付窓口の心得＞ 
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介護保険の利用は、あくまでも本人の自立のための利用であることを理解し、申請の

必要性についてご判断下さい。 

また、窓口に来られる方は、生活の困りごとがあって相談に来られています。傾聴の

姿勢を基本とし、受付確認シートを用いた聴き取りが事務的にならないように留意しま

す。総合事業、要介護（要支援）認定申請、一般介護予防事業等の説明には、各パンフ

レット・リーフレットを活用して下さい。 

 

＜受付シートの手順＞ 

窓口担当者は、本人や家族から相談の目的や希望するサービス内容について聴き取り

を行います。受付シートの記入は窓口担当者が行います。 

① 窓口に来所された方を確認します。 

本人または家族等が相談に来られた場合は、本人の状況や相談の目的を聴き取

り、基本チェックリストまたは要介護（要支援）認定申請、一般介護予防事業等に

区分します。 

 

② 年齢を確認します。 

年齢が４０～６４歳の第２号被保険者については、がんや関節リウマチ等の特定

疾病が申請の前提となっているために、要介護（要支援）認定申請を行うものとし

ます。 

（総合事業を利用する場合は、要支援の認定を受けることが必要となります。） 

 

③ 介護認定の状況確認を行います。 

現状のサービスを聞き取り、継続してそのサービスを希望しているのかを確認し

ます。 

現在、要支援で旧通所、旧訪問事業のみ利用している認定者で更新の方は、基本

チェックリストの対象となる場合があります。 

福祉用具のレンタルを希望する場合は要介護（要支援）認定の申請が必要です。 

 

④ 本人の生活状況について確認します。 

要介護（要支援）認定の申請が必要であるか、簡易に判断するためのものです。 

(ｱ) 明らかに要介護認定が必要な場合や認定を受けておいた方が望ましいと

判断される場合は､要介護（要支援）認定の申請を案内して下さい。 

(ｲ) 認知症の悪化により日常生活に支障をきたしている場合は､要介護（要支

援）認定の申請を案内して下さい。 

(ｳ) 明らかに心身機能が元気で総合事業の対象外と判断できる場合は、一般

介護予防事業等や地域の通いの場を案内して下さい。 

 

⑤ 本人の健康状態について確認します。 

進行性難病や悪性腫瘍の場合は、要介護（要支援）認定の申請を勧めてくださ

い。 
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特別な医療が必要な場合は内容を判断し、必要であれば要介護（要支援）認定申

請を勧めてください。 

また、服薬や病気の管理の為に訪問看護サービス等の利用が必要な場合も要介護

（要支援）認定の申請を勧めて下さい。 

 

 

⑥ サービス内容を確認します。 

サービス内容を確認することで、基本チェックリスト、要介護（要支援）認定申

請、一般介護予防の紹介等の振り分けの判断基準にします。 

 

⑶ 基本チェックリストの活用と実施 

＜基本チェックリストの手順＞ 

基本チェックリストの質問項目及び基準については、「基本チェックリストについて

の考え方（表１）」及び「基本チェックリスト聞き取り判断 Q＆A」で示されたものとし

ます。 

① 表１に基づき、質問項目の趣旨を説明しながら原則本人に記入してもらいます。 

原則、本人が来所することとしていますが、どうしても来所できない場合には、家

族の来所による相談や、電話での聴き取りを可とします。 

② 窓口担当者が、チェックリストの該当項目に○を付け、判定結果を記入します。 

③ 基準に一つも該当しない場合 

特別な医療とは 

医師または医師の指示に基づき、看護師等によって実施される医療行為を想定 

 

例）(a)点滴の管理 (b)中心静脈栄養 (c)透析 (d)ストーマの処置 

(e)酸素療法 (f)レスピレーター (g)気管切開の処置 (h)疼痛の看護 

(i)経管栄養 (j)モニター測定 (k)褥瘡の処置 (l)カテーテル 

窓口受付シートの回答内容の確認 

(ｱ) Aのみに該当していれば総合事業の説明後、本人の同意を得た上で基本チェックリス

トを実施します。 

（基本チェックリスト実施後に介護予防サービス利用のニーズが出てきた場合は、改

めて要介護（要支援）認定申請の案内を行います。） 

(ｲ) B、A+Bに該当していれば、要介護（要支援）認定申請を勧めてください。 

（非該当となった後、基本チェックリストを実施し、総合事業対象者となる場合もあ

ります。） 

(ｳ) Cのみに該当していれば、一般介護予防または自費サービス、その他福祉サービス等

を紹介して下さい。 

（基本チェックリストの回答で事業対象者にも該当しない場合については、一般介護

予防事業等への参加や事業の担い手になっていただくことを勧めて下さい。） 
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一般介護予防事業やその他地域の通いの場を案内します。 

基準に一つでも該当する場合 

事業対象者に該当することを説明し、基本チェックリスト（事業対象者申請書）

に必要事項を記入してもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 「事業対象者」となる手続きについて 

 次の書類を市へ提出することで、「事業対象者」の認定を取得し、総合事業を利用する

ことができるようになります。 

 ※基本チェックリスト判定の該当結果のみでは、事業対象者と認定されません。同時に

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書の提出があったう

えで「事業対象者」に認定されます。 

 ※「事業対象者」の手続きは原則、基本チェックリスト実施日から 1か月以内に行って

ください。 

 ※要支援認定の更新申請をせずに認定有効期間終了日翌日１日以降、引き続き総合事業

のサービスのみを利用するため「事業対象者」手続きを行う場合は、有効期間終了日

までに基本チェックリストを実施のうえ、必要書類を提出してください。 

 

① 総合事業対象者に、介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターまたは居宅介

護支援事業所で行うことを説明します。 

② アセスメントの訪問日時を調整するために、基本チェックリスト（事業対象者申請

書）に連絡先等を記入して下さい。 

③ 市で基本チェックリスト（事業対象者申請書）を受付し、原本は市で保管します。 

④ 市は、基本チェックリスト（事業対象者申請書）の写しを地域包括支援センターへ送

付し、対応を依頼します。 

ア 相談窓口が市の場合の場
※窓口担当者は、次の事を十分に説明して下さい 

ア この事業は、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、要支援状態から

の自立の促進や重症化予防の推進をはかるものであること。 

イ  介護予防ケアマネジメントにおいては、目標達成に向けてサービスを利用

しながら一定期間取り組み、達成後は自立に向けた次のステップに移行して

いくこと。 

ウ 事業対象者となった後や、総合事業のサービスを利用し始めた後も、必要

な時にはいつでも要介護（要支援）認定申請が可能であること。 

 

○基本チェックリスト（事業対象者申請書）（基準に該当したもの） 

○介護保険被保険者証 

○介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書 
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⑤ 依頼を受けた地域包括支援センターは、すみやかに介護予防ケアマネジメントを開始

します。居宅介護支援事業所に委託する場合は、地域包括支援センターから情報提供し

ます。 

⑥ 地域包括支援センター（居宅介護支援事業所）は、被保険者証、介護予防サービス計

画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を市へ提出します。 

⑦ 市は判定確認後、「事業対象者」と記載された新しい被保険者証、負担割合証及び決

定通知書を本人宛に郵送にて交付します。 

⑧ 市は負担割合証及び決定通知書の写しを地域包括支援センター（及び居宅介護支援事

業所）へ送付します。 

※⑥は原則、基本チェックリスト実施後 1か月以内に提出してください。連絡等なく期間

を経過した場合は、事業対象者申請を取り下げたものと見なします。 

 

① 総合事業対象者に、介護予防ケアマネジメントを行うにあたり、地域包括支援センタ

ー（居宅介護支援事業所）職員が訪問させていただくことを説明します。 

② アセスメントの訪問日時を調整します。 

③ 地域包括支援センターは、基本チェックリスト（事業対象者申請書）の写しを保管

し、被保険者証、基本チェックリストの原本及び介護予防サービス計画作成・介護予防

ケアマネジメント依頼届出書を市に提出します。 

④ 市は判定確認後、「事業対象者」と記載された新しい被保険者証、負担割合証及び決

定通知書を本人宛に郵送にて交付します。 

⑤ 市は負担割合証及び決定通知書の写しを地域包括支援センターへ送付します。 

 

① 必要と判断したケースの契約に関しては、地域包括支援センターが立ち合う場合があ

ることを説明します。 

② 事業所は基本チェックリスト（事業対象者申請書）の写しを保管し、被保険者証、基

本チェックリストの原本及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依

頼届出書を市に提出します。 

③ 市は判定確認後、「事業対象者」と記載された新しい被保険者証、負担割合証及び決

定通知書を本人宛に郵送にて交付します。 

④ 市は負担割合証及び決定通知書の写しを事業所へ、基本チェックリスト、負担割合証

及び決定通知書の写しを地域包括支援センターへ送付します。 

⑤ 事業所は地域包括支援センターへ、介護予防ケアマネジメントを行うことを報告しま

す。 

 

⑸ 介護保険要支援認定者への対応  

ア 市は、要支援者へ認定結果を通知する際に被保険者証を送付し、地域包括支援セン

ターを案内します。地域包括支援センター職員が要支援者の自宅を訪問し、総合事業

イ 相談窓口が地域包括支援センターの場合 

ウ 居宅介護支援事業所で受付 



10 

と予防給付について説明します。  

イ 要支援者に、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を

提出してもらいます。  

ウ 総合事業のみ利用の場合は、介護予防ケアマネジメントを実施後、総合事業利用開

始となります。  

エ 予防給付を利用の場合は、介護予防サービス計画作成後、介護予防サービスの利用

となります。 

 

⑹ 介護保険非該当と認定された方への対応 

 要介護（要支援）認定を受けていた方が、更新申請により非該当となった場合及び新

規申請により非該当となった場合は、市より認定結果通知と被保険者証を送付するとと

もに、地域包括支援センターが訪問し、適宜、総合事業の説明と基本チェックリストを

行い必要な事業につなげます。 

 

４ 介護予防ケアマネジメントの実施について 
 

⑴ 介護予防ケアマネジメント事業内容 

総合事業における介護予防ケアマネジメントは、要支援認定者及び基本チェックリス

トの記入内容が事業対象の基準に該当した者に対して、介護予防及び日常生活支援を目

的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づ

き、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のほか一般介護予防

事業や市町村の独自施策、市場において民間企業により提供される生活支援サービスも

含め、要支援認定者等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供される

よう必要な援助を行う事業です。 

 

⑵ 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方 

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になるこ

とをできる限り防ぐ(遅らせる)」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限

り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するも

のであり、従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものです。 

このようなことから、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、適切

なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそ

れを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成

に取り組んでいけるよう、具体的に総合事業等の利用について検討し、ケアプランを作 

成していくことになります。 
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⑶ 介護予防ケアマネジメントの類型と考え方 

介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状況や基本チェックリス

トの結果、本人の希望するサービス等を踏まえて、従来からの原則的なケアマネジメン

トのプロセスに沿った上で、以下の類型を想定しています。 

 

ア ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

従前の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによっ

てケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定します 。利用者との面

接によるモニタリングについては、少なくとも３箇月に１回行い、利用者の状況に応

じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっておいてください 。 

ケアプランの有効期間は最長１年とします。要支援認定満了の日の翌日から１年

後、また事業対象者は１年毎には必ずケアプランの見直しを行ってください。 

 

イ ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、一般

介護予防またはその他サービスを利用する場合に実施します。 

初回のみ、介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し「プラン C」を作成後、

利用者に説明、理解を得た上で、利用者自身のセルフケアマネジメントによって、住

民主体の支援の利用等を継続します。その後は、モニタリングは行いません。利用者

の状態悪化や利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センターによるケアマ

ネジメントに移行します。 

 

⑷ 実施主体（実施担当者） 

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターにおいて実施します。なお、従

来と同様に業務の一部を指定居宅介護支援事業所へ委託することとします。 

※地域包括支援センターとの委託契約の締結が必要となります。 

【ポイント① 目標指向型のケアマネジメントを意識 】 

・  生活機能の低下が生じている原因や背景を分析 

・  個々人の興味や関心のあることを中心に目標設定 

・  目標達成のための具体的な支援内容を盛り込む 

・  心身機能の向上のみならず、地域においての活動や参加が果たせるような

居場所、活躍の場の創出 

⇒より具体的な個々の目標設定及び支援方針が導き出せることが重要 

 

【ポイント② 利用者のための目標設定 】 

・  利用者が主体的になれるよう支援することが重要 

・ 活動や参加を意識して、できる限り「○○できるようになりたい」 

「○○に挑戦する」など、目標の設定をイメージできるよう支援する。 
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⑸ 介護予防ケアマネジメント 

ケアプランの原案の内容を検討していく中で、利用者の意向も踏まえながら、目標の

設定やその達成に向けての取組み等を検討します。その検討の中で、希望するサービス

によってケアマネジメント A・Cの類型についてもどのプランが最適か決定してくださ

い 。 

ア 【ケアマネジメントＡの流れ】 

① アセスメント（課題分析） 

(ｱ) 利用者の自宅を訪問して本人との面接による聞き取り等を通じて行う。 

(ｲ) 利用者本人の生活機能の低下等についての自覚を促す。 

(ｳ) 介護予防に取り組む意欲を引き出す。 

(ｴ) 生活行為への意欲を把握するために、情報収集だけに限らず、現在置かれてい

る状況を具体的に分析する。 

(ｵ) 本人から、病気のことを主治医からどのように聞いているか、どのように気を

つけるように言われているかを確認する。 

(ｶ) プロセスの中で、利用者本人の生活機能の低下等についての自覚を促すととも

に、介護予防に取り組む意欲を引き出すため、この段階から、本人及び家族と

コミュニケーションを深め、信頼関係の構築に努める。 

(ｷ) 人に合った目標設定に向けて「興味・関心チェックシート」なども利用して、

本人の趣味活動、社会的活動、生活歴等の聞き取りをしながら、「～できな

い」という課題から、「～したい」「～できるようになる」というような目標に

変換していく。 

 

② ケアプラン原案（ケアマネジメント結果）作成  

従前の予防給付に対する介護予防サービス支援計画書と同様の様式を用います。 

（目標の設定） 

(ｱ) 目標については、心身機能の改善だけを目指すのではなく、生活の質の向上を

目指すものとして、自分の目標として意識できるような内容・表現となるよう

に設定する。 

(ｲ) 利用者自身でも評価できる具体的な目標とすることが望ましい。 

 

（利用するサービス内容の選択） 

(ｱ)  総合事業の利用のみに限定せず、社会資源を活用し、家族や地域住民による支

援、一般介護予防事業における住民主体の活動や、民間企業の利用も積極的に

位置付け、本人の自立支援を支えるケアプラン原案を本人と共に作成する。 

(ｲ)  目標達成のためのサービス利用やその期限の根拠を押さえる。 

(ｳ)  必ず本人の取組みを入れる。 

 

③ サービス担当者会議 

 (ｱ) 初回・更新時・サービス変更等を行った時は実施し、利用者・サービス実施者

ともその内容を共有することが必要である。 

(ｲ) 本人、事業所から目標達成のための意見を促す。 

(ｳ) 担当者会議後、日々利用者の状態の変化、新たな課題の発生、目標達成等状況

の変化があった場合の連絡体制づくりを行う。 
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(ｴ) モニタリングの方法等、今後の関わり方などを事前に伝えておく。 

 

④ モニタリング（給付管理） 

(ｱ) 介護予防支援と同様に、少なくとも３箇月に１回及びサービス評価期間の終了

月、利用者の状況に著しい変化があったときには、訪問して面接する。利用者

の状況に変化があった場合は、必要に応じて計画の見直しを行う。 

(ｲ) 本人の取組みも含め、サービスが計画的に行われていたか確認する。 

(ｳ) 受けているサービス内容についての満足度や目標の達成状況を確認する。 

 

⑤ 評価 

(ｱ)  ケアプランの実施期間の終了時には、プランの実施状況を踏まえて目標の達成

状況を評価し、新たな目標の設定や、利用するサービスの見直し等の方針を決

定する。 

(ｲ)  基本チェックリストのチェック内容は、最低でも１年に１回、あるいは一般介

護予防へ移行した後や、一定期間総合事業の利用がなかった後に改めてサービ

ス利用の希望があった場合等、再度基本チェックリスト及びアセスメントを行

い、ケアマネジメントを行う。 

 

イ 【ケアマネジメントＣの流れ】 

① アセスメント（課題分析） 

アセスメント様式を用いてアセスメントを行い、課題整理し、住民主体型サービ

スまたは一般介護予防事業等の利用についての検討を行う。 

② ケアプランの作成 

本人の課題を整理し、「プラン C」を総合事業等の利用だけでなく、セルフマネジ

メントを考慮し作成する。 

③ ケアプランの交付・説明 

ケアマネジメントＣにおいては、ケアマネジメント結果を利用者に交付し、同意

書の記載までは求めない。 

④ モニタリング 

 (ｱ) ケアマネジメントＣにおいては、モニタリングは実施しない。ただし、状態の

変化があれば再度ケアマネジメントを実施する。 

(ｲ) 状況変化等があった際に、サービス実施者側から地域包括支援センターへ情報

が入る体制を作っておく。 

 

⑹ 事業対象者の基本チェックリスト再実施について（主にケアマネジメント A） 

  事業対象者には原則、認定有効期間がありませんが、利用者の状態に変わりがないこと

を確認するため、必要に応じて基本チェックリストを再実施してください。 

 

  ①一般介護予防事業へ移行した後、改めてサービスの利用希望があった場合 

  ②一定期間サービス利用がなかった後、改めてサービス利用希望があった場合 

  ③状態の回復や悪化等により、利用者の状態に変化があったと判断される場合 

  ④利用者の状態に変化が見られない場合についても、その確認も含めて少なくとも年 1

回（ケアプランの見直し時等）は実施してください。 

 

基本チェックリストを再実施した結果、チェック項目が変化することが考えられます

が、該当であれば原則再提出の必要はありません。 
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ただし、自立・回復等により非該当となった場合は、事業対象者有効期間・介護予防ケ

アマネジメント依頼終了届出書と基本チェックリストを市へ提出してください。 

 

５ 請求・報酬について 

 

⑴ 給付管理 

介護予防・生活支援サービス事業において市町村の審査支払に関する事務が軽減でき

るように従前の給付と同様、国保連合会の審査支払を活用します。 

予防給付と総合事業を併せて利用している要支援認定者は、総合事業も含めて一括し

た給付管理票を作成します。 

また、限度額管理については予防給付と総合事業（指定事業者が行うもの）をあわせ

て行います。 

 

総合事業の指定事業者のサービス 

訪問型サービス 訪問型サービス（旧介護予防訪問介護相当） 

通所型サービス 
通所型サービス（旧介護予防通所介護相当） 

通所型サービス A（社協分は委託） 

  ※訪問型サービス Bは委託事業 

 

 

事業対象者及び要支援 1・2支給限度額 

利用者区分 支給限度額 

要支援２ １０，５３１単位/月 

要支援１ ５，０３２単位/月 

事業対象者 ５，０３２単位/月 

 

 

⑵ 報酬 

要支援認定を受け、予防給付のサービス利用があれば、介護予防支援から介護報酬が

支払われることになり（国保連支払）、事業対象者又は要支援認定は受けたが、総合事

業によるサービス利用のみの場合にあっては、総合事業から介護予防ケアマネジメント

の費用が支払われます（国保連支払）。  

初回加算の算定については、基本的には指定居宅介護支援、指定介護予防支援におけ

る基準に準じます。 
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介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの支払い関係について 

利用者区分 サービス利用パターン ケアマネジメント費 

要支援１，２ 

予防給付のみ 

介護予防支援費 予防給付＋ 

総合事業（訪問・通所） 

総合事業（訪問・通所）のみ 介護予防ケア 

マネジメント費 事業対象者 総合事業（訪問・通所）のみ 

 

 

介護予防ケアマネジメント費 

区 分 
サービス 

種類コード 
単位 サービス利用内容 加算 

介護予防支援費 46 438単位 

予防給付のみ 

・初回加算 

・委託連携加算 
予防給付と総合事業 

ケアマネジメント A AF 438単位 

総合事業のみ 

ケアマネジメント C AF 438単位 ・初回加算のみ 

 

 

初回加算の取り扱い 

 

 

⑶ 要介護認定等申請している場合における介護予防ケアマネジメント 

福祉用具貸与等予防給付のサービス利用を必要とする場合は、要介護（要支援）認定

等の申請を行うことになります。 

要介護（要支援）認定等申請とあわせて、総合事業による訪問型サービスや通所型サ

ービス等の利用を開始する場合は、現行の予防給付の様式で介護予防ケアマネジメント

を実施します。 

要介護（要支援）認定等申請とあわせて基本チェックリストを実施した場合は、基本

チェックリストの結果が事業対象者の基準に該当すれば、介護予防ケアマネジメントを

経て、迅速に総合事業のサービスを利用することができます。その後、「要介護１以

上」の認定がなされた場合には、介護給付サービスの利用を開始するまでの間に利用し

た、総合事業によるサービスの利用を継続することができます。なお、要介護認定のい

① 新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合は、算定できる。 

（介護予防ケアマネジメントの実施が終了して２月以上経過した後に、介護予防

ケアマネジメントを実施する場合） 

② 要介護者が要支援認定を受け、あるいは総合事業対象者として介護予防ケアマ

ネジメントを実施する場合は、算定できる。 
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わゆる暫定ケアプランによる介護給付サービスを利用している場合は、並行して総合事

業を利用することはできません。 

 

⑷ 要介護認定等申請とあわせて基本チェックリストを実施し、事業対象者に

該当した場合におけるサービス利用と費用 

  要介護（要支援）認定申請と同時に基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当

した場合（事業対象者が要介護（要支援）認定申請した場合も含む）におけるサービス

利用と費用の関係については、以下の通りです。 

 

  ①認定申請中に要支援の暫定ケアプランで総合事業（緩和型サービス）を利用し、結

果が要支援 

・暫定利用分は要支援者として総合事業で請求 

  ②認定申請中に要支援の暫定ケアプランで総合事業（緩和型サービス）と予防給付を

利用し、認定結果が非該当 

   ・暫定利用していた総合事業分は、事業対象者として総合事業で請求 

   ・暫定利用していた予防給付分は、全額自己負担 

  ③認定申請中に要支援の暫定ケアプランで総合事業（緩和型サービス）を利用し、認

定結果が要介護 

   ・介護給付の利用を開始するまでの間は、事業対象者として取り扱うことが可能

（総合事業分の全額自己負担を避けるための特別な取り扱い※）であるため、総

合事業で請求可 

  ④認定申請中に要支援の暫定ケアプランで総合事業(緩和型サービス)と予防給付を利

用し、認定結果が要介護 

   ・次のいずれかを選択できる 

    ｱ)申請日に遡及して要介護者として取り扱う（通常の取り扱い） 

     ⇒要介護者は総合事業（緩和型サービス）を利用できないため、総合事業分は

全額自己負担 

      予防給付分は介護給付で請求 

    ｲ)介護給付の利用を開始するまでの間は、事業対象者として取り扱う（総合事業

分の全額自己負担を避けるための特別な取り扱い※） 

     ⇒事業対象者は予防給付を利用できないため、予防給付分は全額自己負担 

      総合事業分は総合事業で請求 

   ※総合事業分の全額自己負担を避けるための特別な取り扱いを適用するためには、

市から国保連へ別途連絡する必要があります。そのため、当取り扱いを希望する場

合には認定結果が出た後できるだけ早急に市へご相談ください。 

 

６ 住所地特例について 

  

住所地特例対象者に対する総合事業については、居住する施設が所在する市町村（以

下、「所在施設市町村」という。）が行います。したがって、他市町村の被保険者であって
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も、加西市に施設がある住所地特例対象者については、加西市の総合事業のサービスを提

供します。 

 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、被保険者証の住所欄

を必ず確認してください（他市町村の被保険者証であっても、住所欄が加西市内であれば

実施の対象となります。逆に、加西市の被保険者証であっても住所欄が他市町村であれ

ば、対象外となります）。 

 

例）A市の被保険者で、加西市の住所地特例施設入所者の場合 

①加西市又は加西市の地域包括支援センターが基本チェックリストを実施。 

②加西市の地域包括支援センターから加西市へ「介護予防ケアマネジメント依頼届出

書」と「被保険者証」を提出 

③加西市から A市へ「介護予防ケアマネジメント依頼届出書（写し）」と「被保険者、

証」を送付 

④A市役所でシステム入力し、「被保険者証」と「負担割合証」を発行 

 


