健康福祉委員会資料
平 成 27 年 9 月 24 日
健康生きがい部介護保険課
介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の実施について
１

趣旨

平成 26 年６月、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
の関係法律の整備等に関する法律（医療・介護総合推進法）」が成立し、介護
保険法が改正された。この改正により、全国一律の基準によりサービス提供さ
れていた予防給付の訪問介護・通所介護が、地域の実情に応じて基準を設けサ
ービス提供可能な介護予防・日常生活支援総合事業、通称「新しい総合事業」
に移行された。
板橋区では、介護保険条例において新しい総合事業の開始時期を平成 28 年
４月と定めているが、その実施に向けサービスの基準案等がまとまったので次
のとおり報告する。
２

新しい総合事業のサービス類型

（１）介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業は、基本チェックリストの実施により生活
機能の低下が見受けられた人（「事業対象者」という）に対し提供するサービ
ス。訪問介護員等が自宅を訪問し、調理や掃除を事業対象者と一緒に行う訪
問型サービスと、事業対象者に対し機能訓練や集いの場など日常生活上の支
援を提供する通所型サービスがある。
なお、サービス利用にあたっては、地域包括支援センターによる介護予防ケ
アマネジメントが必要となる。
①訪問型サービス
国基準相当サービス
現行の予防訪問サービス
を基準とし、訪問介護員
サービス 等が身体介護や生活支援
サービスを提供。
内容

単

価

サービス
提供者

週 1 回：13,315 円／月
週 2 回：26,619 円／月
週 3 回：42,225 円／月
指定介護事業者

区独自緩和型サービス

住民主体型サービス

国基準相当サービスの人 住民主体による各々の
員要件等を緩和し、専門 訪問型サービスを提供。
職による支援の必要性が
低い生活支援サービスに
特化したサービスを提
供。

週 1 回：11,400 円／月
週 2 回：22,800 円／月

主に指定介護事業者

住民主体が設定

ＮＰＯ・ボランティア
団体等

※国基準相当サービス及び区独自緩和型サービスの指定基準（案）については、別紙参照。
住民主体型サービスについては、検討中。
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②通所型サービス
国基準相当サービス

区独自緩和型サービス

住民主体型サービス

現行の予防通所サービス 国基準相当サービスの人 住民主体 による各々の
を基準とし、体操、機能 員要件等を緩和し、専門 通所型サービスを提供。
訓練、レクリエーション、職による支援の必要性が
サービス 入 浴 等 の サ ー ビ ス を 提 低いサービスを提供。
（事
供。
内容
業所までの送迎、入浴に
ついては、利用者の必要
に応じて提供するものと
する）
単

価

サービス
提供者

週 1 回：17,952 円／月
週 2 回：36,809 円／月
指定介護事業者

週 1 回：10,071 円／月
週 2 回：20,143 円／月

住民主体が設定

主に指定介護事業者

ＮＰＯ・ボランティア団
体等

※国基準相当サービス及び区独自緩和型サービスの指定基準（案）については、別紙参照。
住民主体型サービスについては、検討中。
※その他、短期集中的に提供するサービスとして、専門職指導のもと、筋力向上、口腔機能
等の各特定機能の向上を目的とした「短期集中型サービス」を現行の二次予防事業を継続
するかたちで実施。

③介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントは、事業対象者に対し、その心身状況、置かれて
いる環境、その他の状況に応じて介護予防・生活支援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。現在、実施されている要支援者
に対する介護予防支援事業と同様、原則、事業対象者本人が居住する地域の地
域包括支援センターがマネジメントを行う。
（２）一般介護予防事業
一般介護予防事業は、第１号被保険者（65 歳以上）全ての方を対象とした
健康づくりと介護予防を一体的に提供していく事業。現在、元気高齢者向け
に行っている一次予防事業を継続して実施する。
３

今後のスケジュール
平成 27 年 10 月 22 日

サービス提供事業者向け指定基準等に関する説明会

平成 27 年 12 月下旬

サービス提供事業者の指定

平成 28 年 １月

地域包括支援センター向け介護予防ケアマネジメン
ト業務に関する説明会

平成 28 年４月１日

新しい総合事業によるサービス提供の開始
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別

１

紙

訪問型サービス
国基準（予防給付）相当サービスの指定基準

サービス
内容

区独自緩和型サービスの指定基準

現行の予防訪問サービスを基準とし、訪 国基準相当サービスの人員要件等を緩
問介護員等が身体介護や生活支援サービ 和し、専門職による支援の必要性が低い
スを提供。
生活援助に特化したサービスを提供。１
回あたり 60 分以内。
①管理者 常勤・専従１以上
①管理者 専従１以上
※支障がない場合、他の職務、同一敷
※支障がない場合、他の職務、同一敷
地内の他事業等の職務に従事可能
地内の他事業等の職務に従事可能

人員

設備

運営

報酬

②訪問介護員等 常勤換算 2.5 以上
②従事者 １人以上必要数
＜資格要件＞介護福祉士、介護職員初任 ＜資格要件＞介護福祉士、介護職員初任
者研修等修了者
者研修等修了者または、一定の研修受
講者等
③サービス提供責任者 常勤の訪問介護
員等のうち、利用者 40 人に 1 人以上 ③訪問事業責任者 従事者のうち 1 人
（一部非常勤可）
以上必要数
＜資格要件＞介護福祉士、実務研修修了 ＜資格要件＞②従事者と同様
者、3 年以上介護等の業務に従事した
介護職員初任者研修等修了者
①事業の運営に必要な広さを有する専用 ①事業の運営に必要な広さを有する専
の区画
用の区画
②必要な設備、備品

②必要な設備、備品

①個別サービス計画の作成
②運営規定等の説明・同意
③訪問介護員等の清潔の保持・健康状態
の管理
④秘密保持等
⑤事故発生時の対応
⑥廃止・休止の届出と便宜の提供 等

①個別サービス計画の作成
②運営規定等の説明・同意
③従事者の清潔の保持・健康状態の管理
④秘密保持
⑤事故発生時の対応
⑥廃止・休止の届出と便宜の提供

月額定額制

月額定額制

①訪問Ⅰ（週１回程度）
月 1,168 単位（13,315 円）

①訪問Ⅰ（週１回程度）
月 1,000 単位（11,400 円）

②訪問Ⅱ (週２回程度)
月 2,335 単位（26,619 円）

②訪問Ⅱ (週２回程度)
月 2,000 単位（22,800 円）

③訪問Ⅲ（週 2 回を超える程度）
月 3,704 単位（42,225 円）

※1 単位＝11.4 円

※1 単位＝11.4 円

※詳細については別途要綱にて定める。
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２

通所型サービス
国基準（予防給付）相当サービスの指定基準

サービス
内容

区独自緩和型サービスの指定基準

現行の予防通所サービスを基準とし、体 人員要件を緩和し、専門職による支援の
操、機能訓練、レクリエーション、入浴 必要性が低いサービスを提供。送迎・入
等のサービスを提供。
浴は加算方式とし、必要に応じて利用者
に提供する。１回あたり３時間～５時間
（半日程度）。
①管理者 常勤・専従１以上
①管理者 専従１以上
※支障がない場合、他の職務、同一敷
※支障がない場合、他の職務、同一敷
地内の他事業等の職務に従事可能
地内の他事業等の職務に従事可能
②生活相談員等 専従 1 以上
※1 以上は常勤

人員

③看護職員

②看護職員または介護職員 １以上
※ただし、定員が 11 人以上の場合は、
看護職員を 1 以上とする

専従 1 以上

③従事者 利用者が 15 人以上の場合、
利用者 1 名につき専従 0.1 人以上

④介護職員 ～15 人：専従 1 以上
15 人～：利用者 1 名につき
専従 0.2 人以上
※１以上は常勤
⑤機能訓練指導員

1 以上

①食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以 ①サービスを提供するために必要な場
上）
所（3 ㎡×利用定員以上）
設備

運営

報酬

②静養室・相談室・事務室

②静養室・事務室

③消火設備その他の非常災害に必要な
設備

③消火設備その他の非常災害に必要な
設備

④必要なその他の設備・備品

④必要なその他の設備・備品

①個別サービス計画の作成
②運営規定等の説明・同意
③従事者の清潔の保持・健康状態の管理
④秘密保持等
⑤事故発生時の対応
⑥廃止・休止の届出と便宜の提供 等

①個別サービス計画の作成
②運営規定等の説明・同意
③従事者の清潔の保持・健康状態の管理
④秘密保持
⑤事故発生時の対応
⑥廃止・休止の届出と便宜の提供

月額定額制

月額定額制

①通所Ⅰ（週１回程度）
月 1,647 単位（17,952 円）

①通所Ⅰ（週１回程度）
月 924 単位（10,071 円）

②通所Ⅱ (週２回程度)
月 3,377 単位（36,809 円）

②通所Ⅱ (週２回程度)
月 1,848 単位（20,143 円）

※1 単位＝10.9 円

※1 単位＝10.9 円
※入浴加算：日 50 単位（545 円）
※送迎加算：片道 47 単位（512 円）

※詳細については別途要綱にて定める。
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