
介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

1
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

利用者は、週１回程度あるいは２回程度となっています
が、これを超えて利用することは可能なのですか？また
超えた部分については、実費を負担してもらうと考えてよ
ろしいのでしょうか。
その場合の単価は１回いくらになるのでしょうか。

適切なケアマネジメントに基づき、週１回
あるいは週２回の回数を超えての利用は
可能だが、月額包括報酬であるため、超
えた部分の実費請求はできない。 H29.2.22

2
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

指定された回数を超えて利用することは不可なのでしょう
か？

適切なアセスメントの上、その必要性をケ
アプラン上位置付けた上で利用することと
なるが、利用者の状態に応じて要介護認
定の申請を検討されたい。
また、月額包括報酬であるため、超えた部
分の実費請求はできない。

H29.2.22

3
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

部屋を区切って実施する場合において、施設に余裕がな
いのでレクリエーションを行う時間帯だけ区切って実施す
ることは可能ですか。

必ずしも場所を分ける必要はないが、プロ
グラム内容を区分するなど、要介護者等
への処遇に影響がないよう配慮すること。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.14と同様。）

H29.2.22

4
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

平成27年12月の調査時には、サービス提供時間は、３時
間程度といわれていましたが、平成29年４月からの実施
時間は、示されていませんが、利用単価からすると２時
間30分から３時間程度と判断しますが、行政から提供時
間は示されるのですか。実施事業者の計画時間で実施
してよろしいのでしょうか。

市より示す提供時間はない。
１回あたりのサービス提供時間は、ケアマ
ネジメントにより位置付けられた時間とす
ること。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.５と同様。）

H29.2.22

5
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスの
報酬について

サービス提供体制加算は実施しないのか。 実施しない。

H29.2.22

6
総合事業

全般
報酬について

介護職員処遇改善加算は実施するのか。 申請に基づき、算定可能。

H29.2.22

1



介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

7
総合事業

全般
指定申請手続
きについて

事業の内容を検討し、参入を６月以降に予定した場合に
は、その申請時期はいつ頃になりますか。

指定申請日の１ヶ月前までに指定申請書
類を市へ提出すること。
６月１日指定の場合には、５月１日までに
提出すること。 H29.2.22

8
総合事業

全般
指定申請手続
きについて

新規事業のため事業参入の申請は開始時期にかかわら
ず、一斉指定申請手続きとなるのでしょうか？

指定申請日の１ヶ月前までに指定申請書
類を市へ提出すること。
平成29年４月１日指定の事業所が多数と
なることが予想されるため、できるだけ早
めに（４月１日指定の場合は、２月28日ま
でに）指定申請書類を提出すること。

H29.2.22

9
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

レクリエーション主体に軽い体操を取入れたものでよろし
いでしょうか。

基準緩和型通所サービスの内容とは、運
動を中心にレクレーションや行事等を通じ
て生活機能向上を図るサービスである。
プログラムについては、利用者の自立支
援と日常生活の充実に資するよう、複数メ
ニューから選択できるプログラムの実施が
求められる。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.17，18と同様。）

H29.2.22

10
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

施設の周辺を歩く（散歩）訓練を取入れることは可能で
しょうか。また施設外（公園等）に出向いて歩く訓練を行う
ことは可能でしょうか。

基準緩和型通所サービスは、運動を中心
にレクレーションや行事等を通じて生活機
能向上を図るサービスとする。
またサービスの提供時間はケアマネジメ
ントに基づく時間とする。
事業所内でサービスを提供することが原
則であるが、あらかじめ個別サービス計画
に位置づけ、屋外でサービス提供を行うこ
とで効果的な機能訓練等のサービスが提
供できる場合には屋外でのサービス提供
が可能となるため、必要に応じ、個別サー
ビス計画に明記した上でサービス提供を
行うこと。

H29.2.22

2
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

11
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

施設周辺の史跡見学をすることは可能でしょうか。 （No.10と同様。）

H29.2.22

12
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

スーパー等に出かけて作成した予算計画に基づいた買
い物をする訓練は可能でしょうか。

（No.10と同様。）

H29.2.22

13
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

①プラン作成が必要でない（加算を算定しない）場合でも
サービス実行記録などの記録は必要あるか。
②どのような内容を記載すべきなのか。（運動中心のレク
実施で可か？）
③様式は独自で作成したものでよいか。

①②個別サービス計画の有無（加算算定
の有無）に関わらず、事故防止の観点か
らも、提供されるサービス内容については
記録を残す必要がある。
③様式に定めはない。 H29.2.22

14
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

入浴は基本報酬に含まれているのか。（１／４のＱ＆Ａ
２４，２５より）
平成２８年１１月２９日 金沢市の説明会資料 ２３ページ
にある通所型サービスＡの対象者とサービス提供の考え
方に①、③以外の者と記載されており、この内容から通
所型サービスＡは入浴などが不要である者と解釈出来る
が、その人が入浴を希望した場合も自費算定は出来な
いのか。

入浴サービスの料金は、基本報酬に含ま
れているため、実費徴収は不可。
尚、入浴介助が必要な方は入浴サービス
を利用できる介護予防型通所サービス事
業所を選択することとなる。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.25と同様）

入浴が必要で介護予防型通所サービスを
利用する方については、自宅の浴室環境
等が原因により、自宅で入浴できない等
ではなく、入浴介助が必要かどうかで判断
する。入浴介助が必要でない場合は、基
準緩和型通所サービスの利用となる。
（平成29年１月31日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.9と同様）

H29.2.22

3
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

15
総合事業

全般
総合事業への
移行について

①社会福祉法人の定款の表示として総合事業は、通所
介護事業（社会福祉法人）の分類なのか？公益事業の
分類なのか。
②認定結果が遅れる（月を跨ぐなど）場合はないのか？
あるとすれば、認定結果が出るまでの間、サービス分類
をどのようにすればよいのか。
③別市町村では通所型サービスＡを実施せず、介護予
防通所介護相当と通所型Ｂを実施していく説明があっ
た。この別市町村に住所があるが、現在、金沢市のケア
ハウスに入居しているこの利用者は、今後どちらの市町
村でサービスを受けられるのか。

①通所介護事業は、第二種社会福祉事
業の分類となる。
②事業対象者の該当となった場合は、数
日間で認定結果が出る。
③他保険者における基準緩和型サービス
利用者の受け入れが可能となるには、そ
の保険者の指定を受ける必要がある。詳
細については、各保険者に問い合わせて
いただきたい。
住所地特例者は、金沢市のサービスを受
けることができる。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.11と同様）

H29.2.22

16
通所型

サービス
利用契約につ
いて

利用者との契約書等に「介護予防・日常生活支援総合事
業」を「総合事業」と略して書いても良いか？

「介護予防・日常生活支援総合事業」もし
くは「第１号訪問（通所）事業」と表記する
こと。

H29.2.22

17
通所型

サービス
通所サービス
について

運営基準等の介護職の人数は、基準緩和型の専従職員
数を含めて書けば良いか。別に書くのが良いか。

介護予防型サービスと基準緩和型サービ
スのそれぞれで人員要件を満たしている
ことが分かるように勤務表を作成するこ
と。 H29.2.22

18
総合事業

全般
利用契約につ
いて

契約書の更新のところで事業対象者は、更新手続き不
要と書けば良いか。

（例）平成　　年　　月　　日から１年間とし
ます。ただし、契約期間満了日までに利用
者からの意思表示がない場合は、この契
約は自動的に１年間更新されるものとし、
以後も同様とする。

H29.2.22

19
通所型

サービス

報酬（基準緩和
型サービス）に
ついて

津幡に住民票のある方で、要支援認定の方だが、金沢
市と点数等違うのか教えて頂きたい。

基準緩和型通所サービスの利用者につい
ては、金沢市以外の被保険者が利用する
場合は他市町村の指定を受ける必要があ
り、市町村によって報酬が異なる。
尚、基準緩和型通所サービス実施の有無
については、各保険者で異なるため、確
認すること。

H29.2.22

4
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

20
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

「基準緩和型サービス」の運動中心のサービスはレクリ
エーションも含むとありますが、「会話を楽しみながらの
工作活動（作業療法）やトランプなどの各種ゲーム、学習
療法」など、楽しく運動機能や認知症予防につながる活
動を取り入れていますが、上記サービスに該当するので
しょうか。もちろん、毎日、身体を動かす体操も取り入れ
ています。

基準緩和型通所サービスは運動を中心
に、レクリエーションや行事等を通じて生
活機能向上を図るサービスであるが、そ
の他のサービス提供を妨げるものではな
い。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.24と同様）

H29.2.22

21
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

基準緩和型通所型サービスAにおいては、運動中心型及
びレクリエーションがサービス提供の主体ですが、この場
合、運動提供時間は制約はありますか。あるいは制約は
ありませんか。
例えば60分以上90分程度を数回に分けて実施する。あ
るいは、１日30分程度で実施することは可能でしょうか。

制約は特にない。
利用者の心身の状況、その置かれている
環境、希望等を勘案して行うケアマネジメ
ントを踏まえ、適切な利用回数、利用時間
の設定を行うこと。
平成29年１月４日発出済みの金沢版総合
事業Q&ANo.17と同様）

H29.2.22

22
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所介護、介護予防通所サービス、基準緩和型通所を
区分して行う時は、区分単位で一体的に運動機能を行う
ことは可能ですか。

通所介護、介護予防型通所サービス、基
準緩和型通所サービスの一体的な実施
は可能であるが、要介護者への処遇に影
響を与えないことを前提に、プログラムを
分けるなどの対応が必要となる。具体的
な内容については、各サービス事業所に
おけるサービス提供の実態に伴ってご判
断いただきたいが、例えば各サービスごと
に異なるプログラムを実施し、お互いのプ
ログラムの進行等に影響を与えないよう
（場合によっては、パーテーションで仕切
るなど）配慮することが挙げられる。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.26と同様）

H29.2.22

23
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

基準緩和型訪問サービスは、介護予防型訪問サービス
と一体的に行うが、訪問事業責任者は従来の訪問事業
所の管理者と同一で良いのか。
また、同様に訪問事業責任者も従来の訪問事業所のサ
責と同一で良いのか。

基準緩和型の訪問事業責任者は、常勤
専従１人以上必要とするが、支障がなけ
れば他の職務との兼務可能。
訪問事業責任者（常勤専従１人以上）につ
いて、サービス提供責任者と兼務して、訪
問介護及び介護予防型訪問サービスと一
体的に運営する場合は、サービス提供責
任者の人員要件（利用者40人ごとに１人）
に加えて、必要数配置すること。

H29.2.22

5
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

24

通所型
サービス
訪問型

サービス

通所型サービ
スについて

今まで介護認定も受けておらず、新規に基準緩和型通所
サービスを利用しようとする場合、必ず先に短期集中型
通所サービスを受けなければ利用できないのか。
（介護認定を受けていない近所の方が、運動不足でデイ
サービスで運動したいと言う方がいます）

介護予防型通所サービスの要件に該当
せず、初めて通所型サービスを利用する
場合は、まず短期集中型通所サービスを
利用することになる。
尚、要支援者であっても同様である。
（平成29年１月31日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.11と同様。）

H29.2.22

25
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

人員配置は基準緩和型に１名を専従で置かなければな
らないのか。
今までの予防と同じ考えで、例えば定員30名の場合３＋
１＝４名配置していれば良いのか。

基準緩和型通所サービスの従事者は、利
用者15人までは１名の人員配置が必要。
15人を超える場合は、利用者１人につき
専従0.1人（常勤要件なし）以上の人員が
必要。

H29.2.22

26
通所型

サービス
基準、報酬の
見直しについて

介護予防型通所サービス、基準緩和型通所サービスの
正式な金額はいつ決定しますか。

平成28年11月25日、平成29年1月31日事
業者説明会の資料のとおり。

H29.2.22

27
総合事業

全般
その他

施設のパンフレット、看板に、総合事業対応とか、そうい
うような文字を入れてもいいのでしょうか。

介護予防型サービス（みなし指定含む）及
び基準緩和型サービスの指定を受けてい
る場合は、差し支えない。

H29.2.22

28
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

事業対象者・要支援１の方がレクリェーション等の行事で
追加でご利用された場合、月４回の予定が月６回ご利用
された時のご利用料金はどうなるのか。

事業対象者の利用回数については、適切
なアセスメントにより作成されたケアプラン
において、必要とされる１週当たりのサー
ビス提供頻度に基づき、利用回数を決定
すること。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.４と同様）

要支援認定の方は、利用回数にかかわら
ず月額包括報酬となる。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.35と同様）

H29.2.22

6
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29
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

事業対象者・要支援２の方が、その月に用事等で月４～
５回のご利用となった時は週２回程度の2,702円頂くの
か。

利用回数については、適切なアセスメント
により作成されたケアプランに基づいて、
必要とされる１週当たりのサービス提供頻
度を決定するため、用事等で月４～５回利
用となり、週１回（週２回）を超えた利用と
なった場合であっても、月額包括報酬であ
るため、超えた部分の実費請求はできな
い。

H29.2.22

30
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

基準緩和型通所サービスを実施するにあたり、毎日サー
ビスを実施しなければならないのか？例えば、月・水・金
曜など、曜日指定での実施は可能でしょうか。
また、その場合、曜日によって定員を変更することは可
能でしょうか。

営業日は曜日を指定して実施することは
可能である。また、営業日によって定員を
設定することも可能である。

H29.2.22

31
訪問型

サービス
訪問型サービ
スについて

「訪問介護及び介護予防型訪問サービスの管理者兼
サービス提供責任者が、基準緩和型訪問サービスの管
理者を兼務することは可能である」とありますが、もうひと
つ基準緩和型訪問サービスの訪問事業責任者も兼務す
ることは可能ですか。

兼務可能であるが、業務に支障がないか
を検討していただきたい。

H29.2.22

32
総合事業

全般
指定申請手続
きについて

①通所、予防通所、緩和型を一体的に実施する場合、す
べて合算して作成してよいか。
また、人件費、経費等は按分して計上するのか
②運営規程についても、通所・予防通所とは別に基準緩
和型通所の運営規程を作成すればよいのか

①合算でもよい。人件費、経費等について
も原則として按分すること。
②別々でも、同一でも可能。
同一の場合、利用者、家族への説明の際
はわかりにくくならないよう、注意するこ
と。

H29.2.22

33
総合事業

全般
指定申請手続
きについて

定款の総合事業の記載について、「介護保険法（平成9
年法律第123号）及び障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123
号）に基づき提供する福祉サービス事業」に変更は可能
か。

貴見のとおり。

H29.2.22

7



介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

34
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

総合事業で当デイサービスは４月より現行相当の通所介
護を行う予定です。その利用者様の身体介護が必要と
の証明は誰がどのように判定したらいいのですか。現状
で入浴中に介助していれば通所可能なのか。ケアマネさ
んからのプランに入浴介助との記載があればいいのか、
もしくはもっと別の方法で証明が必要なのか。

個々のケアマネジメントにより、入浴の際
にどの程度の介助が必要かどうかによっ
て、判断していただくこととなるが、単なる
見守りは身体介護にあたらない。適切な
アセスメントにより、入浴サービスが必要
で身体介護を要する場合には、介護予防
型通所サービスの利用を想定している。
（平成29年１月４日発出済みの金沢版総
合事業Q&A　No.20と同様）

H29.2.22

35
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

当施設では、平成29年４月より野々市市総合事業の中
で、基準緩和型通所サービスAを実施する予定です。そ
して今回金沢市総合事業の中での基準緩和型通所サー
ビスAも実施する予定です。
この場合、野々市市での総合事業で定めた職員以外に
も、金沢市での総合事業の職員も別に必要となるのかお
聞きしたいです。

金沢市での人員基準を満たすように、人
員を配置すること。

H29.2.22

36
総合事業

全般

基準緩和型通
所サービスに
ついて

現在利用サービスが「予防訪問介護・予防通所介護・予
防福祉用具貸与」の要支援２の利用者について。
認定更新後、身体的に入浴介助が必要なため、通所は
「現行サービス」を選択。訪問はサービス内容が「掃除・
洗濯」の家事援助のみであり、訪問サービスによる入浴
介助を行っていないのであれば、訪問は「基準緩和サー
ビス」を選択すべきなのか。
「身体的に入浴介助が必要な状態」として、訪問も「現行
相当サービス」を選択するのは妥当ではない（選択して
はいけない）のか。
通所・訪問サービスそれぞれの選択は、「状態」ではなく
「サービス内容（家事のみ・身体あり・デイで入浴有無）」
で選択すればよいのでしょうか。

適切なアセスメントにより、利用者の心身
の状況、その置かれている環境、希望等
を勘案して行うケアマネジメントによって利
用するサービスを決めることになる。その
結果、主として利用するサービスが介護
予防型通所サービスであっても、追加で
利用するサービスが基準緩和型訪問サー
ビスということは可能性として考えられる。
（各サービスの併用については、平成28
年11月25日説明会資料P29参考にしてく
ださい。）

H29.2.22

37
通所型

サービス
人員配置につ
いて

通所型サービスについて
地域密着型通所介護及び介護予防型通所サービスの管
理者兼生活相談員が基準緩和型通所サービスの管理者
が兼務してよろしいですか。

業務に支障がなければ従事可能である。

H29.2.22

8



介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

38
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

訪問型サービスについて
訪問介護及び介護予防訪問サービスと基準緩和型訪問
サービスを一体的に運営する場合の訪問介護員及び従
事者の人数は、利用者の合計が40人に満たない場合
は、訪問介護及び介護予防型訪問サービス事業所に準
ずる人員で可能か。

訪問介護及び介護予防型訪問サービスと
基準緩和型訪問サービスを一体的に運営
する場合に、サービス提供責任者が訪問
事業責任者を兼務する場合は、利用者の
合計が40人に満たない場合でも、必要数
の訪問事業責任者の配置が必要となる。
また、基準緩和型サービスの従事者も必
要数配置すること。

H29.2.22

39
総合事業

全般
指定申請手続
きについて

法人の定款及び登記について、４月までに変更できない
場合、定款の変更が完了してからしか指定申請はできな
いのか。

申請時に、定款の変更（案）を添付し、申
請は可能である。

H29.2.22

40
訪問型

サービス
訪問型サービ
スについて

訪問介護又は介護予防訪問サービスと基準緩和型訪問
サービスを一体的に行う際に、サービス提供責任者常勤
３名で利用者数が40に満たない場合、３名ともサービス
提供責任者兼訪問事業責任者の配置は可能か。

可能である。

H29.2.22

41
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

サービス提供責任者と訪問事業責任者が兼務となる場
合、勤務表の記載はどうなるのか。
時間配分はどうすれば良いか。

一枚の勤務表に、介護予防型訪問サービ
スと基準緩和型訪問サービスを分けて記
載すればよい。
時間配分については、各事業所の勤務時
間に応じた時間をそれぞれ記載すること。

H29.2.22

42
総合事業

全般
その他

運営規程を総合事業を実施することにより変更した場
合、変更届は４月１日以降に提出すればよいか。

総合事業の実施に係る運営規程の変更
により、既に事業を運営している通所介護
事業所や訪問介護事業所等の運営規程
にも変更が生じる際は、変更があった日
の10日以内に変更届を提出することとな
る。（４月１日変更の場合は、４月10日まで
に提出すること。）

H29.2.22

43 その他 報酬について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等
に関する届出書及び添付書類については、介護職員処
遇改善加算の欄以外を記入して提出すればよいか。

貴見のとおり。
介護職員処遇改善加算は、国からの通知
が発出され次第、提出すること。

H29.2.22

9
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

44
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

訪問事業責任者は常勤専従１名（兼務可）但し、訪問介
護及び介護予防型訪問サービスと一体的に運営する場
合、左記に加え必要数とする。とあるが、訪問事業責任
者は常勤専従１人以上でなくでもよいのか。
その場合、利用者の合計人数に上限はないと解釈してよ
いか。

貴見のとおり。
基準緩和型の利用者の合計人数につい
ても貴見のとおり。

H29.2.22

45
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

管理者について、非常勤可の専従１人とあるが、常勤換
算数については、１でなくてもよいか。

貴見のとおり。

H29.2.22

46
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

付表の主な掲示事項の利用料の記載は「金沢市長が定
める基準」によるということでよいか。

貴見のとおり。

H29.2.22

47
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

平成28年９月に地域密着型通所介護の事業所を開設し
たが、その際に介護予防通所介護は申請していない場
合は、介護予防・日常生活支援総合事業に該当していな
いということでよいか。
該当していない場合、何か書類を提出する必要がある
か。
現在、総合事業を実施していない場合、半年後や一年後
に介護予防型通所サービスと基準緩和型通所サービス
の申請をすることは可能か。

貴事業所はみなし指定とならないため、介
護予防型通所サービス及び基準緩和型
通所サービスを実施する際には新規申請
が必要となる。
介護予防・日常生活支援総合事業の事業
者指定については、平成29年４月以降も
随時受け付ける。

H29.2.22
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介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

48
一般介護
予防事業

広域型から地
域密着型へ移
行した際の市
外被保険者の
利用について

基準緩和型通所サービスを実施するため定員を分けた
ことにより、通所介護から地域密着型通所介護に移行し
た場合、以前から利用していた市外被保険者は継続利
用できるのか。

基準緩和型通所サービスを実施すること
を理由として、通所介護から地域密着型
通所介護へ移行した場合は、平成28年３
月31日までに契約をしていた市外被保険
者の継続利用は可能である。
但し、平成28年４月１日以降に契約した市
外被保険者については、地域密着型サー
ビスであるため利用できない。
基準緩和型通所サービスの利用者につい
ては、金沢市以外の被保険者が利用する
場合は他市町村の指定を受ける必要があ
る。

H29.2.22

49 その他 契約について

付表において、法定代理受領分及び法定代理受領分以
外の記載について、総合事業は保険給付外となるが、
「介護報酬告示上の額」の記載で良いのか。

総合事業については、「介護報酬告示上
の額」ではなく、「金沢市長が定める基準
の額」とする。

H29.2.22

50 請求 報酬

介護予防ケアマネジメントと介護予防支援の間でのケア
プラン変更時には初回加算の算定ができないとなってい
たが、どのような場面なのか教えていただきたい。

要支援者で、介護予防給付を受けていた
利用者が総合事業に移行した場合（又
は、その逆も含む。）が想定される。

（例）通所型サービスを利用していた利用
者（介護予防ケアマネジメント）が、福祉用
具貸与（介護予防支援）を利用した場合
など

H29.2.22

51
総合事業

全般
指定申請手続
きについて

登記について、変更について介護予防サービス事業と記
載されているが、介護予防・日常生活支援総合事業を追
加する必要があるか。また所定費用は当社での負担か。

貴見のとおり。
また、費用は事業者負担となる。

H29.2.22

52
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

訪問介護・介護予防型訪問サービス、基準緩和型訪問
サービスの管理者になることはできるか

業務に支障がなければ兼務可能。

H29.2.22

11
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

53
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

勤務形態一覧表について、訪問介護・介護予防訪問型
サービス、基準緩和型訪問サービスの管理者を兼務す
る場合はどう記載したらよいか。

勤務形態一覧表において、業務に支障が
ない場合で他の職務を兼務する場合に
は、兼務関係を明確にし、勤務時間をそ
れぞれ分けて記載すること。 H29.2.22

54
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

訪問事業責任者　常勤専従１名以上　支障がなければ
他の職務と兼務可とありますが、訪問介護、介護予防型
訪問サービスとしてのサービス責任者で4時間、基準緩
和型訪問サービスとして訪問事業責任者で4時間とあり
ますが、それぞれ勤務形態一覧表に表示すると常勤とな
りませんがどう扱えばいいですか。

勤務形態一覧表において、同一事業所内
で常勤兼務の場合は、その兼務関係が明
確となるように表記されていれば問題な
い。 H29.2.22

55
総合事業

全般
介護予防ケア
マネジメント

サービス事業所は総合事業対象者受入で指定申請が必
要ですが、居宅で委託を受け入れる際の届出は必要な
いと聞いて言いますが確認です。

居宅介護支援事業所としての指定申請は
不要だが、地域包括支援センターとの介
護予防ケアマネジメントにかかる委託契
約が必要となる。 H29.2.22

56
総合事業

全般
介護予防ケア
マネジメント

総合事業対象利用者Aの方の委託の際の1件あたりの金
額がどうなりますか。現行継続の利用者の委託の1件あ
たりの金額はどうなりますか。

従前と変わりなし。

H29.2.22

57
通所型

サービス
契約について

基準緩和型通所サービスの契約書並びに重要事項説明
書について、通所介護、介護予防型、基準緩和型につい
て、それぞれで作成した方がいいのか一つにまとめたら
いいのか。

契約書、重要事項説明書については別々
でも、同一でも構わない。
事業所の実態に応じて、書類を作成する
こと。
尚、同一の場合、利用者、家族への説明
の際はわかりにくくならないよう、注意する
こと。

H29.2.22

58
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

現状、管理者は訪問介護員と兼務しているが基準
緩和型の訪問事業責任者の兼務も可能か

業務に支障がなければ兼務可能。

H29.2.22

12



介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

59
訪問型

サービス
人員配置につ
いて

現状、サービス提供責任者と訪問介護員の兼務を
しているものは基準緩和型の訪問事業者責任者の
兼務は可能か

業務に支障がなければ兼務可能。

H29.2.22

60
通所型

サービス
人員配置につ
いて

①現行の通所介護で管理者が機能訓練指導員を兼務し
ている場合で、基準緩和型の運動器向上加算の機能訓
練指導員も兼務することは可能ですか。
②上記がもし出来るとして、更に基準緩和型の管理者の
兼務は可能か。

一体的に運営している事業所（介護予防
通所介護、基準緩和型通所サービス）で
の同一職種での兼務は可能であるため、
①②共に業務に支障がなければ兼務可
能。

H29.2.22

61
通所型

サービス

基準緩和型通
所サービスに
ついて

内灘町では、H29年４月から基準緩和型通所サービスを
開始する予定はないが、開始された場合、金沢市の基準
緩和型通所サービスの利用者と同一日時、同一場所で
サービスを提供することは可能か。

可能であるが、同一日時、同一場所で
あっても各保険者の基準（人員、面積等）
を満たすことが必要である。また、運営上
もそれぞれの利用者のプログラムを実施
し、サービス提供に支障がないよう配慮す
ること。

H29.2.22

62
通所型
サービス

基準緩和型通
所サービスの
利用回数

事業対象者は基準緩和型通所サービス利用を週１回又
は２回利用できるとあるが、要支援１の認定を受けている
方は週２回利用できないのか。

介護予防通所介護と同様に要支援１の方
は週2回の利用が可能であるが、週１回程
度の単価となる。
（※No.１と同様。） H29.2.22

63

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

主治医意見書
の依頼

主治医に主治医意見書を依頼するのはケアマネジャー
なのか。家族からの依頼は行わないのか。

今まで通り、主治医に主治医意見書を依
頼するのはケアマネジャー又は家族のど
ちらからでもよい。

H29.2.22

64 請求
暫定サービスを
利用する方の
給付管理

事業対象者が新規申請した場合、暫定プランでサービス
を利用しない場合のスライドが分かりにくい。

現行では、申請日に遡って結果が出て、
給付管理を行っていた。しかし、事業対象
者の場合、暫定プランを作成しない場合
は、認定有効期間は申請日に遡るもの
の、給付管理については認定日前までを
事業対象者として取扱い、認定日からそ
の認定結果として取扱う。

H29.2.22

13



介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

65

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

要介護（要支
援）認定期間終
了後の事業対
象者の被保険
者証送付

事業対象者が新規申請した後、有効期間が終了した場
合、手続きしなくても事業対象者の被保険者証が発送さ
れるのか。

事業対象者と記載した被保険者証は自動
的に発送されない。そのため、改めて基本
チェックリスト、介護予防ケアマネジメント
依頼届出書と被保険者証を窓口へ提出す
ることで、事業対象者と記載された被保険
者証が発送される。

H29.2.22

66 請求
介護予防ケア
マネジメント費
の委託費

介護予防ケアマネジメント費の委託費はどうなるのか。 介護予防ケアマネジメント費の委託費に
ついては、介護予防支援費と同額である。

H29.2.22

67

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

要介護（要支
援）認定申請書

事業対象者の方が給付サービスの利用する場合等、申
請したい場合は区分変更申請となるのか。また、要介護
状態区分等の欄に事業対象者の表記がないため、様式
が変更となるのか。

事業対象者の認定申請は区分変更申請
ではなく、新規申請扱いとなる。変更申請
書、新規・更新申請書の様式については、
金沢市受付担当者欄を追加したものを配
信予定であるが、変更前の要介護状態区
分欄については修正はない。

H29.2.22

68

訪問型
サービ
ス・通所
型サービ
ス

介護予防型訪
問（通所）サー
ビスと基準緩和
型訪問（通所）
サービスの利
用の判断

介護予防型訪問（通所）サービスと基準緩和型訪問（通
所）サービスの利用の判断は地域包括支援センターが行
うのか、委託を受けたケアマネジャーが行うのか。

サービスの選択についてはケアマネジメ
ントの過程で判断することになり、担当者
会議において各担当者の意見を聞き、決
定してほしい。
ケアマネジメントの過程（アセスメント→ケ
アプラン原案作成→サービス担当者会議
→利用者の説明・同意→ケアプランの確
定・交付→サービス利用開始）

H29.2.22

69

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

基本チェックリ
スト実施者が事
前に主治医意
見書を受け
取っていた場合

利用者が更新の際、基本チェックリストの実施をすること
となったが、事前に主治医意見書をもらってきてしまった
場合、その主治医意見書はどうすればよいか。

申請しない主治医意見書については記載
料を医療機関にお支払いしないのが原則
であるため、可能であれば医療機関へ返
却をお願いしたい。ただし、やむを得ない
場合は介護保険課認定係へ連絡の上、
相談していただきたい。

H29.2.22

70
総合事業
全般

他市の総合事
業

金沢市以外の他の自治体について、総合事業で異なる
事があったら教えてほしい。
（移行の流れ、サービスの内容、単価、請求の書式等）

各自治体にご確認をお願いしたい。

H29.2.22
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介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

71 その他
訪問看護の利
用

医療保険で訪問看護を利用していた方が、事業対象者と
なった場合は、どうなるのか。

事業対象者は総合事業のみ利用が可能
なため、訪問看護を併用する場合は医療
保険から利用となる。

H29.2.22

72
訪問型
サービス

介護予防型訪
問サービスと基
準緩和型訪問
サービスの基
準

平成29年１月31日のQ&AのN0.7「自立生活支援のため
の見守り的援助についての家事は基準緩和型訪問サー
ビスとなる」となっているが、平成27年５月30日に発出さ
れた介護保険最新情報に係るQ&Aにて”利用者のＡＤＬ
や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のた
めのサービス行為は身体介護に区分される”という概念
と矛盾していないか。

基準緩和型サービスは市独自基準の
サービスであり、矛盾はしてない。自立生
活支援のための見守り的援助の家事援
助について、基準緩和型サービスは、自
立支援を目的としたサービスであり、利用
者のＡＤＬや意欲の向上のために利用者
と共に行うことを想定している。

H29.2.22

73

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

居宅介護支援
事業所の基本
チェックリストの
実施

居宅介護支援事業所が実施した場合、包括センターが
内容を確認し対象者から確認印を受領とあるが、委託の
場合もケアマネが確認するのか包括が確認するのか。

居宅介護支援事業所が事業対象者選定
における基本チェックリストを実施した場
合は委託の可否に関わらず、地域包括支
援センターが内容を確認し、対象者から
確認印を受領する。

H29.2.22

74

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

基本チェックリ
ストの判定日

基本チェックリストの判定結果はいつ決まるのか。 事業対象者の有効期間開始日はケアマ
ネジメント届出書と基本チェックリストを市
の窓口で受け付けた日となる。

H29.2.22

75

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

事業対象者の
サービス利用
開始時期

事業対象者の認定はいつから有効か。届出書を提出し
たら、介護保険証が届いていなくてもすぐにサービス利
用は可能でよいか。

事業対象者の有効期間開始日はケアマ
ネジメント届出書と基本チェックリストを市
の窓口で受け付けた日となる。地域包括
支援センターとサービス提供事業者が届
出書の受付日について適切に確認が取
れるのであれば被保険者証が届く前に
サービスを利用して差し支えない。
なお、被保険者証については、ケアマネジ
メント届出書と基本チェックリストを市の窓
口で受け付けた後、基本チェックリストを
認定係が入力し被保険者証の印刷と発送
をすみやかに行う予定であり、被保険者
証については、サービスを開始した後、す
みやかに確認をお願いしたい。

H29.2.22

15



介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年２月２２日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

76
総合事業
全般

更新前の総合
事業移行

各利用者は更新前に総合事業へ移行希望があれば移
行してもよいのか。

総合事業への移行は原則更新後となって
いる。しかし、利用者から求めがあれば、
平成29年４月以降、更新期間前でもサー
ビスの移行が可能である。また、すでに要
支援認定の方が、更新前に事業対象者と
なることを希望された場合は、基本チェッ
クリストを実施後、要介護認定取消申請
書とともにケアマネジメント届出書と基本
チェックリストを提出する必要がある。この
場合の事業対象者の有効期間は、届出
日の翌月１日が開始日となります。（月初
日の届出の場合は届出日が開始日とな
る。月途中の要支援・要介護から事業対
象者への変更はないため注意が必要）

H29.2.22

77

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

事業対象者の
一時的な区分
支給限度額変
更申請

事業対象者の一時的な区分支給限度額変更申請につい
て「期間経過後は5003単位が印字された被保険者証を
発送」とあるが、3月経過後は、速やかに発送されるの
か。市から連絡はあるのか。

３か月経過後は市から特に連絡はなく、自
動的に保険証が発送される。なお、３か月
経過後は要支援１の単位数となるため、
その単位を超過して引き続きサービスを
利用する場合は要介護認定申請する必
要がある。申請中であれば、被保険者証
は発送されない。

H29.2.22

78 請求
基準緩和型通
所サービスの
自己負担

給付について基準緩和型サービス利用中に身体状態が
変わり新規申請を行い要介護になった場合、全額負担と
なっているが日割りになるのか。

基準緩和型サービス利用中に新規申請を
行い、要支援相当として暫定プランを作成
し、要介護になった場合は全額自己負担
となる。 H29.2.22

79
通所型
サービス

事業対象者の
通所型サービ
スの利用回数

事業対象者となった場合、通所・訪問の利用が週１回、
週２回の基準はないのか。

特に基準はなく、ケアマネジメントに基づ
き、回数を決定する。

H29.2.22

16
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

80
訪問型
サービス

介護予防型訪
問サービスと基
準緩和型訪問
サービスの基
準

平成29年１月31日のQ&AのN0.３「嚥下が困難により、流
動食等の調理が必要な者」には糖尿病食等を調理する
場合も含まれるのか。

特段の専門的配慮をもって行う調理につ
いては、「厚生労働大臣の定める特別食」
を参照するものとする。厚生労働大臣告
示第23号に定める「厚生労働大臣の定め
る特別食」は、「疾病治療の直接手段とし
て、医師の発行する食事せんに基づき提
供された適切な栄養量及び内容を有する
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧
血食、膵臓食、高脂血病食、痛風食、嚥
下困難者のための流動食、経管栄養のた
めの濃厚流動食及び特別な場合の検査
食（単なる流動食及び軟食を除く。）」とさ
れている。（平成14年３月28日事務連絡よ
り）

H29.2.22
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