
介護予防・日常生活支援総合事業に関するＱ＆Ａ（平成２９年１月４日版）

No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

1
総合事業

全般
基準、報酬の
見直しについて

今後おそらく総合事業の基準や報酬の見直しを行うこと
もあると想定されますが、その時期は3年に一度の介護
報酬の改定と同時と考えてよいか。

制度開始後のサービス利用状況や国の介護
報酬改定の状況等を踏まえて判断することに
なる。

H29.1.4

2

訪問型
サービス
通所型

サービス

基準緩和型
サービスについ
て

現時点で、認知症状がなく、医療依存度も低い、身体介
護も必要がない利用者がいた場合、事業所がサービスA
を実施しないとした場合は、更新認定時に他者のサービ
スA実施事業所に変わって頂かなくてはいけないという事
でしょうか。

貴見のとおり。

H29.1.4

3

訪問型
サービス
通所型

サービス

基準緩和型
サービスについ
て

従来型のサービスと基準緩和されたサービスの対象者
については、「入浴介助」「認知症」「医療依存度」の程度
で変わるとのことですが、特に認知症や医療依存度につ
いて、基準や指標はあるのでしょうか。誰が何を元に判
断するのかを教えていただきたい。

入浴介助、認知症、医療依存度の基準や指
標について、今後提示する。利用者の状態や
希望などを踏まえて、適切なアセスメントによ
り導き出された課題に対し、自立支援を基本
とした総合的なケアマネジメントの過程で、
サービス担当者会議等で担当者から専門的
意見を聴取し、判断することになる。

H29.1.4

4
介護予防
ケアマネ
ジメント

サービス提供
回数について

基本チェックリスト実施の利用者さんに対して利用回数１
回・２回利用をどのようにして決めればよいのか。
今まで１・２回利用の方はそのまま継続してもよいのか。

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。 H29.1.4

5
介護予防
ケアマネ
ジメント

訪問型サービ
ス・通所型サー
ビス提供時間
について

単位数は下げても内容は従来と変わらないということで
あるが、時間に関しては取り決めがあるのか。

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。 H29.1.4

6
介護予防
ケアマネ
ジメント

サービスの選
択について

要支援認定となった者が、希望により総合事業を利用す
ることは可能か。

総合事業の対象サービスは訪問介護と通所
介護である。なお、総合事業は、要支援認定
を受けた方に加えて、事業対象者として認定
された方も対象となる。 H29.1.4
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

7
訪問型

サービス

市が指定する
ヘルパー研修
について

訪問型サービスについて
現行の訪問介護相当と訪問型サービスＡと一体的に運
営する場合の従事者は「市が指定する研修修了者」でも
よく、常勤換算方法2.5に含むことができるか。

市が指定する研修修了者は、基準緩和型訪
問サービスのみ従事することが可能で、訪問
介護及び介護予防型訪問サービスの訪問介
護員の常勤換算方法2.5に含まない。

H29.1.4

8
訪問型

サービス

市が指定する
ヘルパー研修
について

訪問型サービスについて
「市が指定する研修修了者」は現行の訪問介護相当の
訪問介護員としては従事できないが、訪問型サービスＡ
の従事者として生活援助等の業務にはつく事が出来る
か。

貴見のとおり。

H29.1.4

9
訪問型

サービス

市が指定する
ヘルパー研修
について

総合事業ヘルパーが初任者研修を受けようとするとき、
授業の免除はありますか。

授業（研修カリキュラム）の免除はない。
平成28年度は特別に市で研修会を開催して
おり、平成29年2月コースは既に定員に達し
ているため、3月コースの受講をお勧めしま
す。

H29.1.4

10
訪問型

サービス

市が指定する
ヘルパー研修
について

簡単な研修で支援に入るということですが、支援者と利
用者の間にかわされる契約は会社として全責任を負うこ
とになる。男女を問わず何才でもは本当に大丈夫なの
か。

総合事業ヘルパー養成研修の受講対象者
は、就労に興味があり、ヘルパー資格をお持
ちでない方とする。本研修では、サービス提
供における基本視点など、ヘルパー業務の基
本的な知識や理念等を計12時間にわたって
習得するカリキュラムとなっている。
随時、必要に応じて各事業所において研修を
実施することとします。

H29.1.4

11
総合事業

全般

他市町からの
利用者につい
て

他市からのサービスA対象のご利用者の受入は可能か。 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。

H29.1.4
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

12

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

チェックリストに
ついて

従来の要支援者全員が更新時にチェックリストを行うの
でしょうか。

要支援認定を受けている方で、訪問介護と通
所介護のみを利用している方は、原則として
基本チェックリストを実施する。訪問介護と通
所介護以外のサービスを利用している方は、
従来通りの更新認定手続きを行うこととなる。 H29.1.4

13

要介護
（要支援）
認定・基
本チェッ
クリスト

チェックリストに
ついて

従来の要支援者の方がチェックリストを実施し、事業対
象者と判定された場合、従来の通所を希望しても、その
事業所が通所型サービスAを実施していない場合は利用
できなくなるのでしょうか。

事業対象者として認定されても、状態等に
よっては、介護予防型通所サービスを利用す
ることができる。ケアマネジメントによって、基
準緩和型通所サービスを希望する場合には、
基準緩和型通所サービスの指定を受けた事
業所からのサービス提供が必要となる。

H29.1.4

14
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスについて
現行の通所介護相当と通所型サービスＡと一体的に運
営する場合の設備で、定員一人当たり３㎡以上を満たせ
ば特にサービス提供する場所を区別する必要はないの
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の処遇
に影響がないよう配慮すること。

H29.1.4

15
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスについて
現行の通所介護と通所型サービスＡとは別々にサービス
を提供しなければならないのか。

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が可能。
その場合、プログラムを分けるなど、要介護
者への処遇に影響を与えないことを前提に、
要支援者等については総合事業の基準によ
る人員配置とする。

H29.1.4

16
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスについて
通所型サービスＡの従事者の資格要件は特に指定はな
く無資格者でもよいか。

貴見のとおり。
現行においても、資格要件はなく、総合事業
において同様とする。
ただし、各種加算を算定する場合は、要件を
満たす有資格者の配置が必要である。 H29.1.4

3
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

17
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスAは介護予防通所介護と同様に、基本的
にはサービス提供時間の概念はないと考えてよいでしょ
うか。
 ※もし運動中心となる通所Aでサービス提供時間を3時
間以上とされてしまうと利用者様に対する運動負荷が強
くなってしまったり、休憩時間が多くただ時間だけが長い
サービスになりかねないと危惧しています。

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。

※基準緩和型通所サービス
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す。

H29.1.4

18
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

現行相当サービスと通所型サービスAを実施する場合、
プログラムを別に提示し、実行しなければいけないと説
明がありましたが、ケアマネジャーとしての通所介護計画
内のプログラムなのか、現場のプログラムなのか。

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。個別サービス計画に基づくサービスが提
供できるよう、個別サービス計画を作成する
場合には、これらの計画とケアプランの内容
との整合性が保たれるように配慮すること。な
お、加算を算定しない場合は、個別サービス
計画は必要に応じて作成することとなる。

H29.1.4

19
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスAの規定、定員利用者人数はどうなるの
か（１日単位、人数）

各事業所において、単位や利用定員を設定
する。通所介護及び介護予防型通所サービ
スとは別に、基準緩和型通所サービスを一体
的に運営する場合は、それぞれ定員を設定
する。

例）　①通所介護
　　　　　（介護予防型通所サービス）　　15名
　　　 ②基準緩和型通所サービス　　 　　5名

H29.1.4

20
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

介護予防通所介護相当サービスの対象者について
入浴介助等の身体介護が必要、とあるが、「見守る」程
度の援助が必要な場合、身体介護が必要、との認識でも
良いのでしょうか。

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。

H29.1.4

4
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

21
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所がサービスAの内容：運動中心型のサービスとは、
具体的にどのようなサービス（どの程度の運動）を提供す
ればよいのか。例えば、マシンを使用した運動を行わな
ければいけない、機能訓練計画があれば良い、集団体
操は望ましくないなど。

介護予防の観点からの有効性が確認されて
いる等の適切なものとすること。

※基準緩和型通所サービス
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す。

H29.1.4

22
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

H29年４月時点で通所型サービスAを実施しない場合、後
で実施の申請を行うことができるのでしょうか。

H29年４月以降でも、基準緩和型通所サービ
ス事業所としての申請を行うことは可能であ
る。
ただし、指定を受けるまでの間には、基準緩
和型通所サービスの利用者を受け入れること
はできない。

H29.1.4

23
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

介護予防通所介護相当サービスと通所型サービスAを一
体運営した場合、サービスAの定員は別に設定するが、
毎月変更しても良いか。

定員の変更に伴い運営規程を変更する際
は、変更後10日以内に、市へ届出が必要とな
る。また、変更した際は、利用者や他事業所
へその内容の説明や、利用者と契約変更の
手続きを要することになるが、毎月という度重
なる変更は望ましくないので、ご留意いただき
たい。

H29.1.4

24
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスAのサービス内容で、運動・レクリエー
ション等とあるが、それ以外のサービスはできないのか
（例えば入浴など）。

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。

H29.1.4

25
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

利用者の食事代以外の実費負担は頂くことはできないの
か。

利用者の希望によって、身の回り品もしくは
教養娯楽として、日常生活に必要なものを事
業者が提供する場合に係る費用として、実費
相当額の範囲内で、利用者又はその家族等
に事前に十分な説明を行い、同意を得られた
場合には、徴収できる。
なお、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。

H29.1.4

5
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

26
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

H28.11.25資料P.26について、「一体的な実施が可能」で
あって「プログラムを分けるなど～」は、具体的にはどの
ような運用が想定されるか。

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。

H29.1.4

27
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

H28.11.25資料P.26、管理者や機能訓練指導員は常勤換
算方式で配置を割る必要がないと解釈してよろしいか。

貴見のとおり。

H29.1.4

28
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

「地域密着型通所介護と予防通所介護相当」を一体運
営、そして「通所型サービスＡ」を　同じ施設で、別単位
（曜日、Ⅰ単位[午前]、Ⅱ単位[午後]）で区別して運営す
る場合は、定員をそれぞれ10名、15名にすることはでき
ますか。
（例）月曜午前　介護相当　10名
　　　月曜午後　サービスＡ　15名
　　　火曜午前　サービスＡ　15名
　　　火曜午後　サービスＡ　15名
　　　水曜午前　介護相当10名
　　　水曜午後　サービスＡ　15名

可能である。指定申請にあたり、当該サービ
スの提供日と定員を提示する必要がある。

H29.1.4

6
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29
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

「地域密着型通所介護と予防通所介護相当」と「通所型
サービスＡ」を一体運営する時、15名を「通所介護＆予防
通所介護相当」と「サービスＡ」に割り振ろうかと考えてい
ます。そこで、当デイでは7割近くの方が「サービスＡ」に
移行する可能性が高く、「順次」介護保険更新時に移行
されますが、その場合「順次」定員の変更の届け出をす
る、という解釈で間違いはないでしょうか。

定員変更に伴って運営規程が変更となるた
め、変更の際には変更後10日以内に、市へ
の届出が必要となる。ただし、同月内に複数
の変更は望ましくないので、ご留意いただき
たい。

H29.1.4

30
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

定員なのですが、同じフロアでも良いのか。 同じフロアでも良い。
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。

H29.1.4

31
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

入浴施設がないデイサービスでは介護予防通所介護相
当サービスは入浴介助の身体介護が必要な利用者を受
けられないのか、通所サービスＡのみか。

身体介護には、入浴介助の他、移動・排泄・
食事等の介助も含まれる。
入浴設備がない事業所でも介護予防型通所
サービスの提供は可能であるが、入浴サービ
ス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。

H29.1.4

32
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

確認ですが、資料では通所型サービスＡは通所介護との
一体型の実施可能とあるが通所介護・介護予防通所介
護相当・通所型サービスＡと３つ一体と考えていいのか。

貴見のとおり。

H29.1.4

7
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33
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

地域密着型通所介護事業所は総合事業でも定員１８名
か。混合で提供する場合は１８名以内にする必要がある
のか。

地域密着型通所サービスの定員は18名以下
である。
基準緩和型通所サービスの定員は、地域密
着型通所サービスの定員に含まない。基準
緩和型通所サービスを新たに設ける場合は、
定員１人あたり３㎡の面積要件が必要とな
る。

H29.1.4

34
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所型サービスＡの実施は年度途中からの実施は可能
か？
ご利用者の動向がわからないため定員の設定がどうした
ら良いかわからない。そのため、年度途中からの定員の
変更は可能か。

年度の途中であっても、基準緩和型通所サー
ビスの申請は可能である。指定申請日の少な
くとも１ヶ月前までに申請を行うこと。定員の
変更については、指定後の年度途中でも可
能。定員の変更は運営規程の変更となるた
め、変更後10日以内に、市への届出が必要と
なる。

H29.1.4

35
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

現行サービスにおいて、要支援２（週２回程度）の方が、
週１回だけサービスを利用された場合、要支援１（週１回
程度）の報酬単価になるのでしょうか。（他の市町でその
ようなお話をききましたが金沢市はどのようになりますで
しょうか）

介護予防型通所サービスは、報酬体系も含
め、現行の介護予防通所介護を踏襲した
サービスとなっているため、利用回数にかか
わらず要支援認定区分に応じた報酬となる。

H29.1.4

36
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

定員について
地域密着型通所介護と介護予防通所介護、通所型Ａを
一体的に提供する場合、すべての定員を18名以内としな
ければならないのですか。通所介護定員18名、通所型Ａ
15名の合計33名としても、地域密着型通所介護として認
められますか。

地域密着型通所介護の定員と基準緩和型通
所サービスの定員を分けて、各々で設定す
る。基準緩和型通所サービスの定員を除いて
18名以下であれば、地域密着型であることは
変わらない。

H29.1.4

8
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No. カテゴリ 標題 質問 回答 発出

37
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

配置について
事業対象者の利用数は、徐々に増えていくことになる
が、現在の利用者をすべて受け入れながら事業対象者
の受け入れも行うとなると、18名定員の通所介護の場
合、４月から介護職配置２名および事業従事者１名の３
名が必要になります。したがって、現在の従業員のみ（介
護職２名）で運営するためには、通所介護事業所を15名
定員に減らして介護職配置+事業従事者配置の２名にす
る必要がありますか。
事業対象者が一定数となるまで、移行期間として人員基
準のさらなる緩和措置はしていただけますでしょうか。

貴見のとおり。
移行期間としての人員基準のさらなる緩和措
置はない。

H29.1.4

38
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

通所介護との一体型の実施可能と記載（総合事業実施
案についてP23）してあるが、通常規模（定員20名）のデ
イサービスが現行デイサービス10名とサービスA10名に
変更した場合は、地域密着型デイサービスとサービスA
に変わるのか。
デイサービスの合計定員は20名（通常規模）のままで
す。

貴見のとおり。
地域密着型通所介護の定員と基準緩和型通
所サービスの定員を分けて、各々で設定す
る。介護予防型通所サービスの定員が18名
以下となれば、地域密着型デイサービスに変
更となるため、新規に指定を受ける必要があ
る。指定開始日の1ヶ月前までに指定申請書
を提出すること。

H29.1.4

39
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

介護通所介護相当サービスと基準緩和型の一体運営の
場合、基準緩和型の定員を別に作成と記載されています
が、具体的にはどのように定めたらよいか。
基準緩和型○名、　　　　　　　　　○名

通所介護の定員と基準緩和型通所サービス
の定員を分けて、各々で設定する。

H29.1.4

40
通所型

サービス
報酬について

通所型サービスＡについて
減算額も単価も下げるべきではないか。

報酬単価については、介護保険運営協議会
や専門部会の各委員や有識者の意見、他の
中核市の状況を踏まえ、総合的に検討した結
果、加算、減算は現行単価を踏襲し、基本単
価は現行の80％としたものである。

H29.1.4

9
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41
訪問型

サービス
訪問型サービ
スについて

予防訪問利用でデイケア利用の方でも訪問介護の提供
内容が生活援助の方は、訪問型サービスＡに移行する、
で理解して良いですか。

貴見のとおり。

H29.1.4

42
訪問型

サービス
訪問型サービ
スについて

サービスＡの提供時間はどのように決定するのか。
ケアマネのケアプランで定めた時間では、個人の考え（ケ
アマネ）でばらつきがでるのでは？ある程度規定がある
と助かります。
20分～30分程度からの生活支援があっても大丈夫なも
のですか。

個別サービス計画を作成する場合は、１回当
たりのサービス提供時間については、適切な
アセスメントにより作成されたケアプランにお
いて設定された目標の達成状況に応じて必
要な程度の量を、基準緩和型訪問サービス
事業者が作成する個別サービス計画に位置
付けること。

H29.1.4

43
訪問型

サービス
訪問型サービ
スについて

訪問介護、介護予防訪問介護相当サービスの管理者、
訪問介護員、サービス提供責任者は訪問型サービスAの
管理者、従事者、訪問事業責任者はそれぞれ業務に支
障がない範囲で兼務できるかについて、訪問介護員（ヘ
ルパー以上）とサ責については兼務可能となっていると
思うのですが、管理者について、相当サービスと訪問型
サービスAについて兼務可能かがわからなかったので教
えてほしいです。

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、訪問介護の管理者が基準緩和型の管
理者を兼務できる。
なお、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。

H29.1.4

44
訪問型

サービス
訪問型サービ
スについて

現行の予防訪問利用で、身体介護の必要の方は予防給
付の訪問介護継続できる、で理解して良いのでしょうか。

貴見のとおり。

H29.1.4

45
契約・再

委託
利用契約につ
いて

サービスAを申請し更新申請でサービスA対象になったご
利用者には再度、契約の取り直しをしなければいけない
のか。

総合事業を新規で開始する場合は、利用す
るサービスが総合事業へ移行することになる
ので、契約を取り直す必要がある。

H29.1.4

10
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46
総合事業

全般
総合事業への
移行について

住所地特例の利用者の有効期間がH28.12.1～H30.11.30
であるが、どの時点で総合事業へ移行となるのか。

平成29年度中には総合事業へ移行する必要
はあるが、移行する時期については各保険者
へ相談していただきたい。

H29.1.4

47
通所型

サービス
通所型サービ
スについて

現行相当サービスについて
集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことに
よって改善、維持がみこまれるケースのモデルはあるの
か？（短時間型のデイサービスでも上記を行えれば現行
相当サービスとしても可能か？）相当にあたいする基準
は？（国とのちがいは？）

モデルはない。
左記内容については、あくまでも国の例示で
あり、各保険者によって現行相当サービスに
ついての基準を設けている。金沢市も、その
内容等について、基準を定めたものである。

H29.1.4
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