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第１ 介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の概要 

※以下「介護予防・日常生活支援総合事業」を「新しい総合事業」といいます。 

１ 国の考え方 

(1) 新しい総合事業の趣旨 

○ 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、多様なサー

ビスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効

果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す。 

 

○ 要支援者等については、掃除や買い物などの生活行為の一部が難しくなっているが、排せ

つ、食事摂取などの身の回りの生活行為は自立している者が多い。このような要支援者の状

態を踏まえると、支援する側と支援される側という画一的な関係性ではなく、地域とのつな

がりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上

につなげていくことが期待される。 

 

○ 要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来、予防給付として提供されていた全国

一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村の実施する総合事業に移行し、要

支援者自身の能力を最大限活かしつつ、「従前の介護予防訪問介護等」と「住民等が参画す

る多様なサービス」を総合的に提供可能な仕組みに見直す。 

 

《根拠》 

・介護保険法第１１５条の４５第１項 

・介護予防日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年３月 

３１日厚生労働省告示第196 号） 

・介護予防日常生活支援総合事業のガイドラインについて（平成２７年６月５日老発６０５第

５号） 

 

《実施時期》 

・平成２９年４月１日までに全市町村で実施 

 

 

 

 

 



2 

 

(2) 新しい総合事業の概要 

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付

としてサービス提供を継続する。 

 

○ 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に基づき、新しい総合事業（介護

予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス

（要支援者のみ）を組み合わせる。 

 

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省

略し、基本チェックリスト（別紙１）で判定することによって「介護予防・生活支援サービ

ス事業対象者」（以下「事業対象者」という。）として迅速なサービス利用を可能にする。 

 

 

（厚生労働省「介護予防日常生活支援総合事業ガイドライン」より出典） 
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(3) 新しい総合事業を構成する各事業の内容及び対象者 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

○ 対象者 

① 要支援者 

② 事業対象者 

事 業 内容 

訪問型サービス 
要支援者などに対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供す

る 

通所型サービス 
要支援者などに対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援

を提供する 

生活支援サービス 
要支援者などに対し、栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし

高齢者等への見守りを提供する 

介護予防 

ケアマネジメント 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供でき

るようケアマネジメントを行う 

 

 

イ 一般介護予防事業 

○ 対象者 

第１号被保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者 

事 業 内 容 

介護予防把握事業 
収集した情報などを活用することにより、閉じこもりなどの何ら

かの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる 

介護予防 

普及啓発事業 
介護予防活動の普及・啓発を行う 

地域介護予防活動 

支援事業 
住民主体の介護予防の育成・支援を行う 

一般介護予防事業 

評価事業 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況などを検証し、一般

介護予防事業の評価を行う 

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

活動支援事業 

介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、

住民主体の通いの場所等において、リハビリ専門職等による助言

などを実施する 
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２ あま市の新しい総合事業 

(1) 相談からサービス利用までの流れ 

①地域包括支援センター又は高齢福祉課（甚目寺庁舎）に相談 

相談者から相談の目的や希望するサービス内容を対象者確認票（別紙２）を利用して聞き

取り、基本チェックリストの実施の要否について確認する。 

・明らかに要介護認定が必要な場合や介護予防給付（訪問看護、福祉用具等）又は介護給付

によるサービス等を希望している場合は、要介護認定申請を案内する。 

・第２号被保険者については、要介護認定を案内する。 

・一般介護予防事業の利用のみを希望している場合は、基本チェックリストの実施は不要と

する。 

 

②基本チェックリストの実施 

相談者に基本チェックリスト及び記載要領を配付し、相談者本人に記入してもらう。 

・サービス利用のための手続きは、原則相談者本人が直接窓口に出向いて行う。ただし、や

むを得ない事情がある場合には、地域包括支援センター職員が訪問し、自宅等で本人が基

本チェックリストを実施する対応も可とする。 

 

③事業対象者の判定・被保険者証（別紙３）等の交付 

基本チェックリトの判定を行い、該当した場合は事業対象者となる。事業対象者は、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（変更）届出書（別紙４）を提出し、事

業対象者と記載された被保険者証及び負担割合証の交付を受ける。 

・基本チェックリストの結果、非該当の場合については、一般介護予防事業の利用につなげ

る。 

 

④介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所は、

要支援者・事業対象者に対してアセスメントを行い、その結果に基づきケアプラン案の作成、

サービスの案内等を行う。 

 

⑤新しい総合事業の利用開始 

要支援者・事業対象者は、ケアプランに同意したうえでサービス提供事業者との契約を締結

し、新しい総合事業の利用を開始する。 
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サービス利用の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者 

対象者確認票・相談内容

に応じて案内 

 

基本チェックリストの実施 
（相談内容に応じて認定申請案内） 

事業対象者 要介護・要支援認定申請 

非該当 要支援１～２ 要介護１～５ 

介護予防ケアマネジメントの実施 介護予防サービス計画の作成 
居宅（施設） 

サービス計画作成 

○一般介護予防事業 

（６５歳以上の全て

の高齢者が利用可） 

○介護予防・生活支

援サービス事業 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・介護予防ケアマ

ネジメント 

○介護予防サービス 

・訪問看護 

・通所リハ 

・福祉用具貸与等 

 

○地域密着型介護予

防サービス 

新しい総合事業 介護予防給付 

○居宅サービス 

・訪問介護 

・通所介護 

・訪問看護 

・通所リハ 

・福祉用具貸与等 

 

○地域密着型サービ

ス 

 

○施設サービス 

介護給付 

チェックリスト該当 

チェックリスト該当なし 

地域包括支援センター 

高齢福祉課 

・ 
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(2)介護予防・生活支援サービス事業の内容 

訪問サービス 

○ 訪問従来型サービス（現行相当、従来と同一のサービス） 

従来の介護予防訪問介護の人員基準による職員配置のもと、事業所のホームヘルパー等が

家庭を訪問して、利用者の生活機能の維持・向上の観点から、身体介護、生活援助を提供す

る。 

○ 訪問基準緩和型サービス（基準緩和型） 

従来の介護予防訪問介護の人員基準を緩和し、市が指定する事業所に所属する一定の研修

修了者等が家庭を訪問して、自立を目指した相談・指導のもと、生活援助を提供する。 

 

通所サービス 

○ 通所従来型サービス（現行相当、従来と同一のサービス） 

従来の介護予防通所介護の人員基準による職員配置のもと、デイサービスセンター等の介

護事業所において、生活機能向上のための機能訓練、入浴や食事、レクリエーション等のサ

ービスの他、自宅までの送迎サービスも提供する。 

○ 通所基準緩和型サービス（基準緩和型） 

従来の介護予防通所介護の人員基準を緩和した職員配置のもと、デイサービスセンター等

の施設において自立した生活を目指し、身体介護を伴わない運動、入浴や食事、レクリエー

ション等のサービスの他、自宅までの送迎サービスも提供する。 

○ 短期集中予防サービス 

専門職による生活機能を改善するための運動器や口腔の機能向上、栄養改善のプログラム

を実施する。 

 

介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センター及び地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所の

介護支援専門員等が、利用者の心身の状況や希望等を踏まえて、利用するサービスの種類を定

めたケアプランを作成し、併せてサービス事業者等との利用調整を実施する。 
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(3)その他の留意点等 

ア 訪問介護・通所介護の新しい総合事業への移行 

要支援のうち、訪問介護又は通所介護を利用している方については、平成２９年４月１日

以降、認定更新の際に順次新しい総合事業に移行します。 

※新しい総合事業に移行した方の介護予防訪問介護・介護予防通所介護のサービスコード等

が変更となります。 

なお、認定更新等までは予防給付を受けることになるため、従前の予防給付のサービスコ

ードを使用してください。 

 

イ 事業対象者について 

① 支給限度額・サービス提供頻度 

事業対象者の支給限度額は、予防給付の要支援１と同じ５，００３単位とし、サービス

提供頻度についても、要支援１と同等に位置づけます。 

例えば、訪問基準緩和型サービスの場合には下表のようになります。 

○ 訪問基準緩和型サービス 

サービス略称 サービス提供頻度 利用対象者 

訪問型サービスⅠ 週１回程度 事業対象者、要支援１・２ 

訪問型サービスⅡ 週２回程度 事業対象者、要支援１・２ 

訪問型サービスⅢ 週 ２ 回 超 要支援２のみ 

 

② 有効期間の設定 

事業対象者について、一律２年間の有効期間を設定します。 

なお、サービス利用中の方に対しては、地域包括支援センター及び地域包括支援センタ

ーから委託を受けた居宅介護支援事業所の職員が、有効期限到来時に状況に応じて介護認

定更新申請又は基本チェックリスト等を実施し、更新手続きを行います。 

 

ウ 利用者負担 

介護給付の利用者負担割合（原則１割、一定以上所得者は２割）と同様の取り扱いです。 

 

エ 住所地特例者の利用 

住所地特例者については、施設所在地である市町村で、基本チェックリストの実施及び新
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しい総合事業のサービス利用を行います。 

 

(4) 新しい総合事業に関する広報 

ア 市民への周知 

・新しい総合事業のチラシ（別紙５）等を作成し市役所、地域包括支援センターにて配布 

・広報（１月号、２月号、３月号）に掲載 

・市公式ホームページに掲載 

 

イ ６５歳以上の方（第１号被保険者）への周知 

・介護保険料の通知などの送付時に新しい総合事業に関するチラシを同封 

 

ウ 新しい総合事業に移行対象となる利用者への周知 

介護給付・介護予防給付から移行する利用者 

・要介護及び要支援認定更新案内送付時に新しい総合事業に関するチラシを同封 

・地域包括支援センターや地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所の

担当ケアマネジャーが、利用者宅に訪問（モニタリング等）時に個別に説明を実施 

 

(5) 今後のスケジュール（予定） 

時 期 事 項 

平成２９年１月２０日（金） 介護サービス事業者及び居宅介護支援事業所への説明会 

平成２９年２月１日（水）

～２月２８日（火） 
事業者の指定申請受付（平成２９年４月１日指定分） 

平成２９年３月中 事業者の指定完了（平成２９年４月１日指定分） 

平成２９年３月～ 順次指定申請を受付（平成２９年５月１日以降指定分） 
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第２ 新しい総合事業における基準緩和型サービスの基準等について 

１ 新しい総合事業の開始について 

平成２７年４月の介護保険法改正により介護予防訪問介護・介護予防通所介護（従来型のサー

ビス）が市町村ごとの事業である新しい総合事業に移行することになりました。新しい総合事業

においては、多様な主体によるサービス提供が可能となり、従来のサービスに加えて人員基準・

設備基準・運営基準を緩和したサービスを各市町村が創設することを可能としています。 

 

２ 「緩和した基準によるサービス」の基準等について（訪問、通所基準緩和型サービス

共通事項） 

(1) 対象者 

要支援者、基本チェックリストによる事業対象者 

(2) 人員基準・設備基準等 

あま市第１号訪問事業「訪問型サービスの類型」、あま市第１号通所事業「通所型サービス

の類型」（別紙６）を参照 

(3) 指定手続きおよび報酬の請求方法 

あま市に指定申請。国民健康保険団体連合会へ報酬請求 

 

３ 訪問基準緩和型サービス 

(1) 提供するサービス 

厚生労働省通知（平成１２年３月１７日老計第１０号「訪問介護におけるサービス行為ごと

の区分等について」）２－０から２－６に定める生活援助。調理、洗濯、掃除などについては

利用者の様態に応じて利用者と従事者が共に行うことが可能です。 

(2) 介護報酬（１単位の単価は従来型と同じ） 

 週１回程度 週２回程度 
週２回超 

（要支援２のみ） 

月額報酬 950単位 1,900単位 3,000単位 

    

※加算・減算についてはサービスコード表(別紙７)を参照して下さい。 

 

 

 

 



10 

 

４ 通所基準緩和型サービス 

(1)提供するサービス 

身体介護を伴わないケースで運動、入浴や食事、レクリエーション等のサービスの他、自宅

までの送迎サービスを事業所が内容を選択して実施する。 

 

(2)介護報酬（１単位の単価は従来型と同じ） 

 週１回程度 
週２回程度 

（要支援２のみ） 

月額報酬 1,350単位 2,750単位 

 

※加算・減算についてはサービスコード表を参照して下さい。 
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第３ 新しい総合事業の指定申請について 

１ 訪問従来型サービス、通所従来型サービスの指定申請について  

(1) みなし指定事業所  

平成２７年３月３１日時点で予防訪問介護事業所・予防通所介護事業所の指定を受けている

事業所はみなし指定を受けていますので、改めて指定申請の必要はありません。 

※ただし、みなし指定の効力は平成３０年３月３１日までですので、以降も事業を継続する場

合には、それまでに市に指定申請が必要となります。 

 

(2) 新規指定申請 

平成２７年４月１日以降に予防訪問介護事業所・予防通所介護事業所の指定を受けている事

業所（みなし指定を受けていない事業所）は、指定申請が必要となります。 

・訪問従来型サービス（みなし指定を受けていない事業所） 

・通所従来型サービス（みなし指定を受けていない事業所） 

 

２ 訪問基準緩和型サービス、通所基準緩和型サービスの指定申請について 

  新たなサービスのため訪問介護、通所介護と一体で提供する場合も単独で提供する場合も市に

指定申請が必要となります。 

 

３ 平成２９年４月１日指定分の申請受付について 

(1) 受付期間 

平成２９年２月１日（水）～平成２９年２月２８日（火） 

(2) 申請先 

あま市役所福祉部高齢福祉課（甚目寺庁舎内）  

電話 ０５２－４４４－３１４１（直通） 

 

４ あま市以外の他市町村への指定申請について 

あま市に所在する事業所に、他市町村の介護保険被保険者が利用している場合には、あま市の

ほかそれぞれの市町村に届け出が必要であるため、他市町村に問い合わせをしてください。 

 

※以下の要綱、申請書については、あま市ホームページに掲載します。 

① あま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

② あま市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱 
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③ あま市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める要綱 

④指定申請書類（別紙８） 
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第４ 利用者との契約等について 

１ 新しい総合事業における契約等について 

現在における利用者との契約等については、「介護予防訪問（通所）介護」の提供に関する契

約であることから、総合事業の開始にあたり、サービス提供事業所は「利用者との契約」及び「重

要事項説明書の交付・説明・同意」があらためて必要となります。この契約書等の取り直しにつ

いては、利用者の認定更新等により総合事業を利用する際に行ってください。 

 

２ 契約書等の表記変更例について 

(1) 契約書 

ア 契約書の名称 

介護予防訪問介護→介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業に変更 

介護予防通所介護→介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業に変更 

イ 提供するサービスの種類などの表記 

条文中の介護予防訪問介護→訪問型サービス（第１号訪問事業）に変更 

条文中の介護予防通所介護→通所型サービス（第１号通所事業）に変更 

ウ 介護予防サービス計画書の表記 

介護予防サービス計画書→介護予防サービス計画書または介護予防ケアマネジメント（以

下「介護予防プラン」という。）など、総合事業によるケアプ

ランの分を追加する。 

(2) 重要事項説明書 

ア 重要事項説明書の名称 

介護予防訪問介護→介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業に変更 

介護予防通所介護→介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業に変更 

イ 提供するサービスの種類などの表記 

条文中の介護予防訪問介護→訪問型サービス（第１号訪問事業）に変更 

条文中の介護予防通所介護→通所型サービス（第１号通所事業）に変更      

  ウ 利用料 

 条文中の介護予防訪問介護→訪問型サービス（第１号訪問事業）に変更 

条文中の介護予防通所介護→通所型サービス（第１号通所事業）に変更 

    ※緩和した基準によるサービス（訪問基準緩和型サービス・通所基準緩和型サービス）に

ついては介護報酬が異なるため、表記を変更または追加する必要があります。 

（参考：あま市のサービスの表記例） 

    訪問基準緩和型サービス、通所基準緩和型サービス 
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３ 総合事業に係る契約締結を円滑に行うための例 

すでに介護予防訪問介護、介護予防通所介護を利用している方が、訪問従来型サービス、通所

従来型サービスに移行する際は、再度契約等を取り交わす必要はなく、サービスの名称や変更点

を説明した文書を利用者と取り交わすことで契約が継続されると判断します。 

 ※文面案（別紙９）に例示しますが、契約書文面との整合が必要であって文面案をそのまま用い

ることができない場合があることに留意してください。 

 

４ 利用者との取り交わし等が必要な書類一覧  

(1) 訪問サービス 

訪問従来型サービス 

・契約書 

・重要事項説明書     ※読み替え文書にて従来のものを 

・個人情報使用同意書    引き続き利用可能 

訪問基準緩和型サービス 

・契約書 

・重要事項説明書 

・個人情報使用同意書 

 

(2) 通所サービス 

通所従来型サービス 

・契約書 

・重要事項説明書     ※読み替え文書にて従来のものを 

・個人情報使用同意書    引き続き利用可能 

通所基準緩和型サービス 

・契約書 

・重要事項説明書 

・個人情報使用同意書 
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第５ 新しい総合事業の請求について 

新しい総合事業においても現行の介護予防給付と同様に、審査支払に関して国民健康保険団体連

合会を利用します。 

請求にあたっては給付管理票の作成が必要です。また、予防給付と総合事業を併せて利用してい

る方は、一括して給付管理票を作成してください。 

詳しい請求方法については、愛知県国民健康保険団体連合会へお尋ねください。 

 

１ サービス種類コード・事業所番号 

請求にあたって利用するサービス種類コードは現行の介護予防給付とは異なります。また、事

業所番号についても、現行の番号と異なるものになります。 

表にまとめましたのでご確認ください。 

サービス種類 
サービス種類 

コード 
事業所番号 

訪問従来型サービス 

（みなし指定事業者） 
A1 現行の事業所番号 

訪問従来型サービス 

（平成２７年４月１日以降の指定事業者） 
A2 市から通知された番号 

訪問基準緩和型サービス A3 市から通知された番号 

通所従来型サービス 

（みなし指定事業者） 
A5 現行の事業所番号 

通所従来型サービス 

（平成２７年４月１日以降の指定事業者） 
A6 市から通知された番号 

通所基準緩和型サービス A7 市から通知された番号 

介護予防ケアマネジメント AF  

 

※事業所番号については、複数市町村のサービスを行う場合、最初に付番された番号をそのま

ま使用し、市町村ごとの新たな付番は行いません。 

 

２ サービスコード 

サービスコード表を参照してください。 
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第６ 新しい総合事業における介護予防ケアマネジメント 

１ 概要 

(1) 考え方 

介護予防と自立支援の視点を踏まえ、対象者の心身の状況、その置かれている環境その他の

状況に応じて、対象者自らの選択に基づきサービスが包括的かつ効率的に実施されるよう、専

門的な視点から、必要な援助を行うことを目的とします。 

さらに、この介護予防ケアマネジメントの考え方は、サービス利用を終了した場合において

も利用者のセルフケアとして習慣化され、継続される必要があります。そのためには対象者が

主体的に取り組めるように働きかけるとともに、知識や技術の提供によって対象者自身の能力

が高まるような支援が重要です。 

 

(2) 介護予防ケアマネジメント（サービス利用）の流れ 

① 相談 

② 基本チェックリストまたは要介護認定申請 

③ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書提出（要支援者及び事業対象者） 

④ 被保険者証発行 

⑤ アセスメント 

⑥ ケアプラン原案作成 

⑦ サービス担当者会議 

⑧ 利用者への説明・同意 

⑨ ケアプラン確定・交付 

⑩ サービス事業利用 

⑪ モニタリング 

⑫ 給付管理票作成（国民健康保険団体連合会送付） 
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２ 介護予防ケアマネジメント 

対象サービス 指定事業所による訪問型サービス及び通所型サービス 

実施機関 
地域包括支援センター 

地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所 

利用者負担 なし 

介護支援事業 

所への委託料 

初回：７，０００円 

継続：４，０００円 

請求・支払方法 あま市へ請求し、あま市が直接支払い 

 

新しい総合事業における介護予防ケアマネジメントにおいても、これまでの要支援者に対する

介護予防支援の考え方・方法と同様ですが、以下に新しい総合事業における介護予防ケアマネジ

メントの留意点について記載します。 

 

(1) アセスメント 

利用者の居宅を訪問してアセスメントを実施します。 

 

(2) サービス担当者会議 

ケアプラン作成時及び変更時並びに認定更新時（基本チェックリスト更新時）に実施します。

また、その他必要時に実施します。 

３～６か月を目途に維持・改善すべき課題である「目標」が達成されるよう、利用者や家族、

ケアプラン作成者のほか各サービス事業担当者等を構成員として実施します。 

 

(3) ケアプランの様式 

介護予防支援と同様式（別紙１０）とします。 

 

(4) ケアプランの確定・交付 

介護予防支援と同様の手続きとします。 

 

(5) モニタリング（給付管理・評価） 

サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業者から月１回聴取します。また、利用者

の状況に著しく変化がある場合や、サービス提供月の翌月から起算して３か月に１回は利用者
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の居宅を訪問し、面接して実施します。 

また、モニタリングにおいて経過が順調な場合は事業を終了し、高齢者がセルフケアを継続

できるよう地域のサロンへ積極的につないだり、一般介護予防事業を紹介したりする等、必要

なアドバイスを行います。 

 

(6) 給付管理票・委託先支援事業所情報の作成 

給付管理票を作成しますが、その取扱いは介護予防支援と同様です。 

 

(7) 居宅介護支援事業所への委託 

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との委託契約書等については居宅介護支援事

業所にお示しします。 

 

(8) 医師の意見 

事業対象者は、要介護認定における「主治医意見書」にあたるものが無いことから、電子＠

連絡帳（つながろまい“あま”）の活用、訪問や電話連絡、サービス担当者会議等により利用

者の主治医との連携を強化することで本人の心身状況等を把握し、運動を伴うサービス利用の

適否について確認をお願いします。 
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(9) 振り分け基準 

   自立支援の視点を踏まえ、適切なサービス計画の作成をお願いします。 

  ○訪問サービス 

区分 訪問従来型サービス 訪問基準緩和型サービス 

要支援１・２ 

・移動、食事、排泄で見守り、一部介助など

の身体状況や認知症等の状況により必要と

考える場合はサービス担当者会議によって

利用可とする。 

・平成２９年３月までに介護予防訪問介護を

利用しており、継続して利用することが必

要な者 

身体介護を伴わない者 

事業対象者 

・原則は利用不可 

・移動、食事、排泄で見守り、一部介助

などの身体状況や認知症等の状況によ

り必要と考える場合はサービス担当者

会議によって利用可とする。 

・平成２９年３月までに介護予防訪問介

護を利用しており、継続して利用する

ことが必要な者 

身体介護を伴わない者 

 

○通所サービス 

区分 通所従来型サービス 通所基準緩和型サービス 

要支援１・２ 

・移動、食事、排泄で見守り、一部介助など

の身体状況や認知症等の状況により必要と

考える場合はサービス担当者会議によって

利用可とする。 

・平成２９年３月までに介護予防訪問介護を

利用しており、継続して利用することが必

要な者※２ 

身体介護を伴わない者 

事業対象者 

・原則は利用不可 

・移動、食事、排泄で見守り、一部介助

などの身体状況や認知症等の状況によ

り必要と考える場合はサービス担当者

会議によって利用可とする。 

・平成２９年３月までに介護予防通所介

護を利用しており、継続して利用する

ことが必要な者 

身体介護を伴わない者 

   ※２「平成２９年３月までに介護予防訪問介護」の「訪問」の表記を「通所」に訂正 

     します。誤：「介護予防訪問介護」→正：「介護予防通所介護」 
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(10) 住所地特例者の新しい総合事業の利用手続について 

① 相談及び基本チェックリストの実施等について 

あま市の住所地特例対象施設に居住するA市の被保険者（住所地特例被保険者）は、新し

い総合事業の利用についてあま市（高齢福祉課又は地域包括支援センター）に相談します。 

基本チェックリストを実施し、あま市へ介護予防ケアマネジメント作成依頼届出・被保険

者証の提出を行います。（あま市の被保険者と同様になります。） 

【要介護認定が必要な場合】 

被保険者（A市）は保険者市町村であるA市に対して要介護認定申請を行います。 

② 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 

被保険者（A市）は、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

に被保険者証を添付してあま市に対して届け出をすることで、介護予防ケアマネジメント又

は介護予防支援を通じた事業の利用が可能となります。 

あま市は被保険者（A 市）から提出された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及び被保険者証を A 市に送付します。被保険者（A 市）には、A 市より

必要事項が記載された被保険者証が送付されます。 
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＜新しい総合事業の利用の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あま市内の 

住所地特例対象施設 

あま市の新しい総合事業指定事業所 あま市地域包括支援センター 

あま市 

（高齢福祉課） 

A 市の被保険者 

①相談 

②基本チェックリスト実施 

介護予防ケアマネジメン

ト又は介護予防支援 

②-2 

被保険者証発行 

②-1 

要介護認定申請 

サービス利用 

⑤届出書+被保険者

証を送付 

③契約 

⑥届出内容を記 

載した被保険者

証を送付 

④介護予防ケアマネ

ジメント等届出 

+被保険者証 

保険者市町村 

（A 市） 
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第７ 予防給付利用者等にかかる新しい総合事業への移行について 

１ 予防給付利用者 

(1) 移行対象者 

要支援者のうち、訪問介護又は通所介護を利用しており、要支援認定の有効期間の末日が平

成２９年３月３１日から平成３０年３月３１日までの方 

(2) 移行内容及び移行方法 

上記移行対象者の認定有効期限到来２か月前に通知される認定更新案内を契機とし、予防給

付から「新しい総合事業」の移行手続きを順次行う。 

※認定有効期限到来前でも、平成２９年４月以降であれば、本人の希望により新しい総合事業

へ移行可能です。 

(3) 移行事務 

① 要支援者への事前説明（平成２９年２～３月） 

地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が

モニタリング実施時に行う。説明の際には、説明用チラシを活用する。 

② 移行手続き（実施時期：平成２９年４月以降） 

地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が

認定更新の際に移行手続きを行う。 
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総合事業への移行手続き 
 

   

事前説明：平成２９年２月～ 

要支援１・２の認定を受け、現在予防給付の訪問介護・通所介護を利用

している方で、認定の有効期間の末日が平成２９年３月３１日以降の方は、

モニタリング時などに説明を行い、順次移行手続きをしていただき、継続

してサービスを利用することができます。 

 

・予防給付と併用の場合 

・本人が認定更新を希望する場合   ⇒  認定更新手続き 

・認定申請が適切な場合 
（入所又は入院の状況や寝たきり度、認知症自立度、精神症状等の状態など） 

 

・上記以外で、訪問介護・通所介護のみを希望  

⇒  基本チェックリストの実施 

 

 

移行手続き：平成２９年４月～ 

① 基本チェックリストの実施 
（地域包括支援センター・地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所） 

② 必要書類の作成・届出 

・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（変更）

届出書 

・利用契約書・重要事項説明書等の取り交わし 

③ 介護予防ケアマネジメント実施（必要書類随時提出） 

   ・アセスメント 

   ・ケアプラン原案作成 

    ・サービス担当者会議 

   ・利用者への説明・同意・プラン確定・交付   

④ 指定事業者との契約 

⑤ 総合事業利用開始 

⑥ モニタリング（給付管理・評価） 

 

移行手続きは、認定更新の際に行いますが、認定有効期間満了前でも、

平成２９年４月以降であれば、本人の希望により新しい総合事業へ移行可

能です。 


