
高松市介護予防・日常生活支援総合
事業（新しい総合事業）について 

―通所型サービス― 

平成２８年５月１８日（水） １３時３０分～ 
 
香川県社会福祉総合センター ７階大会議室 
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１．通所型サービスの種類と概要 
（１）サービスの内容 

現行の予防相当 多様なサービス 

サービス 
種 別 

① 介護予防通所介護相当

サービス 
② 通所型サービスＡ 

(緩和した基準によるサービス) 

③ 通所型サービスＢ 
(住民主体による支援) 

④ 通所型サービスＣ 
(短期集中予防サービス) 

サービス
内 容 

〇生活機能維持向上のために 

 ・食事や入浴などの日常生活 

  上の支援 

 ・生活機能向上のための機能 

  訓練 等 

  

《予防給付で提供されている内 

 容と同様》 

〇生活機能維持向上のために 

 ・日常生活上の支援 

 ・生活機能向上のための機能 

  訓練 等 

 

（半日程度のミニデイサービス

を想定） 

 

〇自主的な通いの場 〇生活機能維持向上のために 

 ・日常生活上の支援  

 ・短期集中的な運動器機能向  

  上、栄養改善、口腔機能の  

  向上のための訓練 等 

 

（はつらつ介護予防教室と同様

の内容を想定） 

想定する
対象者 

①既利用者で同サービスの継続 

 利用が必要な人 

②食事・排泄・入浴・移動時等 

 に状況確認や助言が必要な人 

③退院直後等で状態が変化しや 

 すく、観察や状態に応じた支 

 援が必要な人 

④心疾患や呼吸器疾患等により、 

 日常生活に支障がある人 

⑤認知機能の低下が見込まれ、 

 日常生活に支障を生じる可能 

 性がある人 

①身体機能や社会的機能の維持、 

 向上が必要な人 

①独居高齢者や高齢者夫婦世帯 

 などに対する地域における見 

 守りや生活支援が必要な人 

①短期集中的な機能訓練が必要

な人 

サービス
提供時間 

予防給付と同様１回３時間以上 半日程度（１回３時間以上） － １回１時間30分以上 
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１．通所型サービスの種類と概要 
（２）基準 

現行の予防相当 多様なサービス 

サービス 
種 別 

① 介護予防通所介護相当

サービス 
② 通所型サービスＡ 

(緩和した基準によるサービス) 

③ 通所型サービスＢ 
(住民主体による支援) 

④ 通所型サービスＣ 
(短期集中予防サービス) 

人 員 

設 備 

①食堂・機能訓練室 
 （３㎡×利用定員以上） 

②静養室・相談室・事務室 

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 

①（食堂・）機能訓練室 
  (３㎡×利用定員以上) 

② － 

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 

①サービスを提供するために 
 必要な場所 

② － 

③ － 
 

④必要な設備・備品 

①（食堂・）機能訓練室 
  (３㎡×利用定員以上) 

② － 

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 

運 営 

①個別サービス計画の作成 
 

②運営規程等の説明・同意 

③提供拒否の禁止 

④従事者の清潔の保持・健康 
 状態の管理 

⑤秘密保持等 

⑥事故発生時の対応 

⑦廃止・休止の届出と便宜の 
 提供 ほか【現行の予防と同
様】 

①個別サービス計画の作成 
（加算を算定する場合等） 

②運営規程等の説明・同意 

③ － 

④従事者の清潔の保持・健康 
 状態の管理 

⑤秘密保持 

⑥事故発生時の対応 

⑦廃止・休止の届出と便宜の 
 提供 ほか 

① － 
 

② － 

③ － 

④従事者の清潔の保持・健康 
 状態の管理 

⑤秘密保持 

⑥事故発生時の対応 

⑦廃止・休止の届出と便宜の 
 提供 
ほか 

①個別サービス計画の作成 
 

②運営規程等の説明・同意 

③提供拒否の禁止 

④従事者の清潔の保持・健康 
 状態の管理 

⑤秘密保持 

⑥事故発生時の対応 

⑦廃止・休止の届出と便宜の 
 提供 ほか 

配置要件

管理者

生活相談員

看護職員

従事者 必要数

機能訓練 指導員
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現行の介護予防通所介護と同じ 

※1 支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

  

配置要件 

管理者 専従 １ 
※１ 

生活相談員 

看護職員 

従事者 
 ～15人   ２以上 
 15～25人 ３以上 

機能訓練指導員等 １以上 

配置要件 

管理者 常勤・専従 １ 
※１ 

生活相談員 専従 １以上 

看護職員 専従 １以上 

介護職員 
 ～15人  専従 １以上 
 15人～  利用者１人に 
       専従 ０.２以上 

機能訓練指導員 １以上 

配置要件 

管理者 専従  １ 
※１ 

生活相談員 

看護職員 

従事者 
 ～15人  専従 １以上 
 15人～  利用者１人に 
       専従  ０.１ 以上 

機能訓練指導員 



１．通所型サービスの種類と概要 

（３）サービス単価① 
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現行の予防相当 多様なサービス 

サービス 
種 別 

① 介護予防通所介護相当

サービス 
② 通所型サービスＡ 

(緩和した基準によるサービス) 

③ 通所型サービスＢ 
(住民主体による支援) 

④ 通所型サービスＣ 
(短期集中予防サービス) 

単価設定 
の単位 

１月当たり １回当たり １回当たり 

単 価 

①事業対象者、要支援１ 
 (週１回程度) 
  1,647単位 (16,700円) 

②事業対象者、要支援２ 
 (週２回程度) 
  3,377単位 (34,242円) 

 328単位 (3,325円) ＜補助額＞ ＊１か所当たり 

 立ち上げ支援 
 20万円 

 運営補助 
 30万円／年 
 

305単位 (3,092円) 

地域単価 1単位＝10.14円（7級地） 1単位＝10.14円（7級地） 1単位＝10.14円（7級地） 

自己負担 １割又は２割 １割又は２割 サービス提供者が設定 １割又は２割 

支給限度
額管理 

あり あり なし あり 

※ 事業対象者、要支援１ 
   週１回まで 
  事業対象者、要支援２ 
   週２回まで 

※ ６ヵ月間 
 
  週１回まで 



１．通所型サービスの種類と概要 
（３）サービス単価② 

加算・減算 

現行の予防相当 多様なサービス 

① 介護予防通所介護相当サー

ビス 
② 通所型サービスＡ 

(緩和した基準によるサービス) 

④ 通所型サービスＣ 
(短期集中予防サービス) 

生活機能向上グループ活動加算 100単位／月  (1,014円) 100単位／月 (1,014円) なし 

運動器機能向上加算 225単位／月  (2,281円) なし なし 

栄養改善加算 150単位／月  (1,521円) 150単位／月 (1,521円) 150単位／月 (1,521円) 

口腔機能向上加算 150単位／月  (1,521円) 150単位／月 (1,521円) 150単位／月 (1,521円) 

選択的サービス複数実施加算 
運動・栄養・口腔のうち 

【2つ実施】480単位 ／月 (4,867円) 
【3つ実施】700単位／月  (7,098円) 

【栄養・口腔両方実施】 

 480単位／月 (4,867円) 

【栄養・口腔両方実施】 

 480単位／月 (4,867円) 

事業所評価加算 120単位／月(1,216円) なし なし 

サービス提供体制強化加算 
【要支援１】48単位 ／月(486円) 他 
【要支援２】96単位／月(973円) 他 

なし なし 

介護職員処遇改善加算 所定単位数×4％ 等 なし なし 

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70％ ×70％ なし 

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70％ ×70％ なし 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ＋5％ ＋5％ なし 

若年性認知症利用者受入加算 240単位／月(2,433円) なし なし 

事業所と同一建物に居住する者等 

事業対象者・要支援１(週１回) 

  －376単位／月(－3,812円) 
事業対象者・要支援２(週２回) 

  －752単位／月(－7,625円) 

－87単位／回 (－882円) なし 

送迎を行わない場合 なし 
片道につき 
 －47単位／回 (－476円) 

片道につき 
 －47単位／回 (－476円) 6 

 ※介護予防通所介護相当サービスは、現行の介護予防通所介護と同内容 



１．通所型サービスの種類と概要 
（４）指定事業者について 

現行の予防相当 多様なサービス 

サービス 
種 別 

① 介護予防通所介護相当

サービス 
② 通所型サービスＡ 

(緩和した基準によるサービス) 

③ 通所型サービスＢ 
(住民主体による支援) 

④ 通所型サービスＣ 
(短期集中予防サービス) 

指定申請
の要否 

●平成27年3月31日までに 
 予防通所介護事業所の 

 指定を受けている事業所 

 

指定申請は不要 
（みなし指定） 

有効期間：平成27年4月1日
から平成30年3月31日まで 

 

※その後は指定更新手続き 
 が必要。 

※みなし指定の効力は全市 
 町村に及ぶ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定申請が必要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（補助金）申請が 
必要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定申請が必要 
 

 
 
 
 

指定申請が必要 
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２．介護予防通所介護相当サービス 
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※実施要綱及び基準要綱の要点のみを抜粋しているため、実際の事業の実施に当たって
は実施要綱、基準要綱の全文をご確認ください。 
 

 下線部は介護予防通所介護と異なる部分。 
 
（１）対象者 
 ・ 居宅要支援被保険者 
 ・ 事業対象者 →「基本チェックリスト」により判断。（該当する方は被保険者証 
          にその旨記載される。） 

 
（２）事業費（サービスの費用）について 
 ・ １単位の単価は１０．１４円。 
 ・ 利用者負担は１割又は２割。 
 ・ 支給限度額管理の対象となる。（事業対象者の限度額は原則、要支援１と同じ） 

 
（３）指定について 
 ・ 指定又は指定更新の有効期間は６年。（みなし事業所については平成３０年３月 
  ３１日まで） 
 ・ 申請者は法人でなければならない。 
 ・ 基準を満たしていない場合や、過去５年以内に取り消し処分を受けている場合等 
  は指定又は指定更新を受けられない。 
 

 



２．介護予防通所介護相当サービス 
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（４）変更等の届出 
 ・ 定められた事項に変更があった場合は、変更のあった日から１０日以内に変更届 

  を提出しなければならない。 

 ・ 事業の廃止又は休止をしようとする場合は、１月前までに廃止・休止届を提出しなけれ 

  ばならない。 

 

（５）人員の基準（利用定員１０人超の場合） 
 ①生活相談員 

 ・ 提供日ごとに、提供時間帯の合計勤務時間数≧提供時間数 

 ・ 資格要件：次のいずれかを満たす者 (1)社会福祉主事任用資格取得者、(2)社会福祉士、 

  (3)精神保健福祉士、(4)介護支援専門員（員証の交付を受けている者）、(5)社会福祉事 

  業を行う施設又は事業所に常勤で２年以上勤務し、かつ、介護福祉士の資格を有する者。 

 

 ②看護職員 

 ・ 提供日ごと、単位ごとに１以上 

 ・ 単位の提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接か 

  つ適切な連携を図ること。 

 ・ 密接かつ適切な連携とは、具体的には、当該事業所と同一敷地内で勤務し、駆け付ける 

  事ができる体制を確保する必要がある。 

 ・ 資格要件：看護師又は准看護師の資格を有する者。 

 

 



２．介護予防通所介護相当サービス 
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  ③介護職員 

  ・（利用者数が１５人以下の場合） 

    提供日ごと、単位ごとに 

    提供時間帯の合計勤務時間数≧提供時間数 

 

  ・（利用者数が１５人を超える場合） 

    提供日ごと、単位ごとに 

    提供時間帯の合計勤務時間数≧提供時間数×【1＋［（利用者数－15）÷5］】 

  

  ・ 例：利用者数１８名、提供時間数７時間の場合、7×1.6=11.2時間が必要。 

  ・ 資格要件は無し。 

 

  ④機能訓練指導員 

  ・ 提供日ごと、単位ごとに１以上 

  ・ 単位の提供時間帯を通じて専従する必要はないが、職務に必要な時間数を確保 

   すること。 

  ・ 資格要件：次のいずれかの資格を有する者。(1)理学療法士、(2)作業療法士、 

   (3)言語聴覚士、(4)看護師又は准看護師、(5)柔道整復師、(6)あん摩マッサージ 

   指圧師  



２．介護予防通所介護相当サービス 
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 ⑤その他 

 ・ 単位ごとに介護職員を常時１以上、サービスに従事させなければならない。 

 ・ 生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

 ・ 同一の場所で一体的に運営する通所介護、介護予防通所介護及び介護予防通所介 

  護相当サービスは一体的に人員基準を判断する。通所型サービスＡ及び通所型サー 

  ビスＣはこれらとは別にそれぞれで人員基準を判断する。 

  →３２ページの表を参照。 

 

（６）管理者 
 ・ 常勤の管理者を置かなければならない。 

 ・ ただし管理上支障が無い場合は、①当該事業所の他の職務、又は②同一敷地内に 

  ある他の事業所、施設の職務に従事することができる。 

 ・ ①と②の両方に従事することはできない。 

 ・ ②は利用者にサービスを直接提供しない職務（管理者等）に限る。 



２．介護予防通所介護相当サービス 
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（７）設備及び備品 
 ①食堂及び機能訓練室 

   利用定員×３㎡以上。 

 ②相談室 

   机と椅子を設置して相談ができる広さを有すること。 

 ③静養室 

   定員１０名に対して１床を目安としてベッドを設置できること。 

 ④事務室 

 ⑤消防設備その他の非常災害に際して必要な設備   

   消防法その他の法令等に規定された設備。 

 

 ・ 宿泊サービスを行う場合は、市に届け出が必要。 

 ・ 通所介護、介護予防通所介護、通所型サービスＡ及びＣと食堂及び機能訓練室の 

  共用が可能。この場合、通所型サービスＣとは可動式パーテーション等で仕切りを 

  設けること。また、食堂及び機能訓練室の面積は、これらのサービスの定員の合計 

  （同時最大）×３㎡以上が必要となる。→３２ページの表を参照。 



２．介護予防通所介護相当サービス 
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（８）内容及び手続きの説明及び同意 
 ・ 事前に重要事項説明書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について利 

  用者又は家族の同意を得なければならない。 

 ・ 重要事項説明書には、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、 

  苦情処理の体制、利用料金等の利用申込者がサービスを選択するために必要な事項 

  を記載しなければならない。 

 ・ 現行の介護予防通所介護から移行する利用者についても、それぞれ移行するタイ 

  ミングで総合事業に係る契約書及び重要事項説明書に上記の手続きが必要。なお、 

  契約書及び重要事項説明書の変更部分のみを抜粋した同意書等への署名押印でも差 

  し支えない。 

 

（９）提供拒否の禁止 
 ・ 正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

 ・ 正当な理由がある場合とは①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場 

  合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、そ 

  の他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合である。 



２．介護予防通所介護相当サービス 
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（１０）サービス提供困難時の対応 
 ・ 自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合、介護予防支援事 

  業者への連絡、適当な他の指定介護予防通所介護相当サービス事業者等の紹介その 

  他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

（１１）受給資格等の確認 

 ・ 介護保険被保険者証によって、利用予定者の被保険者資格、「要支援認定」又は 

  「事業対象者の確認」の有無及び要支援認定の有効期間を確認しなければならない。 

 ・ 介護保険被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮し 

  て、サービスを提供するように努めなければならない。 

 

（１２）要支援認定等の申請に係る援助 
 ・ 要支援認定等を受けていない利用申込者について、要支援認定等の申請が行われ 

  ていない場合は、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら 

  ない。 

 

（１３）心身の状況の把握等 
 ・ 介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の 

  状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況 

  等の把握に努めなければならない。また、サービスの提供及び提供の終了に際して 

  は、介護予防支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 
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（１４）介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿っ  

 たサービスの提供 
 ・ ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。 

 

（１５）介護予防サービス計画等の変更の援助 
 ・ 利用者がケアプランの変更を希望する場合は、介護予防支援事業者への連絡その 

  他の必要な援助を行わなければならない。 

 

（１６）サービスの提供の記録 
 ・ サービスの提供日及び内容、利用者に代わって支払を受ける第１号事業支給費の 

  額その他必要な事項をケアプラン又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

 ・ 提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況等の記録を作成し、利用 

  者からの申出があった場合には、文書の交付等により、その情報を利用者に対して 

  提供しなければならない。 
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（１７）利用料の受領 
 ・ 法定代理受領サービスに該当する場合、利用者からサービス費の１割又は２割の 

  支払を受けなければならない。 

 ・ 法定代理受領サービスに該当しない場合、その利用者から支払を受ける利用料の 

  額と、サービス費の１０割の額に不合理な差額が生じないようにしなければならな 

  い。 

 ・ 上記のほか、①実施地域外交通費、②食費、③おむつ代など一定のサービスに係 

  る費用に限り、利用者から支払を受けることができる。 

 ・ あらかじめ、利用者又はその家族に対し、これらのサービスの内容及び費用につ 

  いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 ・ 食費については食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本としなければな 

  らない。 

  

（１８）保険給付の請求のための証明書の交付 
 ・ 法定代理受領サービスに該当しない場合、利用者が保険給付の請求を容易に行え 

  るよう、サービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 
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（１９）利用者に関する市への通知 
 ・ 利用者が不正な行為によって保険給付を受けようとしたとき等は遅滞なく市に通 

  知しなければならない。 

 

（２０）緊急時等の対応 
 ・ サービスの提供中に利用者に病状の急変が生じた場合等は、速やかに主治の医師 

  への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（２１）管理者の責務  
 ・ 管理者は従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況 

  の把握その他の管理を一元的に行う。 

 ・ 管理者は、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令 

  を行う。 

 

（２２）運営規程 
 ・ 事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めて 

  おかなければならない。 

  ①事業の目的及び運営の方針 

  ②従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ③営業日及び営業時間 
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  ④介護予防通所介護相当サービスの利用定員 

  ⑤介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

  ⑥通常の事業の実施地域 

  ⑦サービス利用に当たっての留意事項 

  ⑧緊急時等における対応方法 

  ⑨非常災害対策 

  ⑩その他運営に関する重要事項 

 

 ・ 同一の場所で一体的に運営する通所介護、介護予防通所介護及び介護予防通所介 

  護相当サービスは合計で利用定員を設定する。通所型サービスＡ及び通所型サービ 

  スＣはこれらとは別にそれぞれで定員を設定する。→３２ページの表を参照。 

 

（２３）勤務体制の確保等 
 ・ 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、月ごとの勤務予定表、勤務実績表を作 

  成しなければならない。 

 ・ 事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。 

 ・ ボランティアが実施できる業務は、レクリエーション時のピアノ演奏や調理、洗 

  濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさないものに限られる。従って、人員基準の 

  計算に参入することができない。 

 ・ 毎年具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての従業者に対して研 

  修を実施し、当該研修の結果を記録するほか、従業者の研修の機会を確保しなけれ 

  ばならない。 
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（２４） 定員の遵守 
 ・ 利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。 

 

（２５）非常災害対策 
 ・ 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体 

  制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出そ 

  の他必要な訓練を行わなければならない。 

 

（２６）衛生管理等 
 ・ 設備等について、衛生的な管理に努め、必要な措置を講じなければならない。 

 ・ 事業所において感染症が発生、まん延しないように必要な措置を講ずるよう努め 

  なければならない。 

  

（２７）掲示 
 ・ 事業所の見やすい場所に、重要事項説明書、指定書の写し及び非常災害対策の概 

  要を掲示しなければならない。 
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（２８）秘密保持等 

 ・ 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族 

  の秘密を漏らしてはならない。 

 ・ 事業者は、事業所の従業者であった者が秘密を漏らすことがないよう、必要な措 

  置を講じなければならない。 

 ・ 具体的には、雇用時に従業者から秘密保持に関する誓約書を徴する等の措置が必 

  要となる。 

 ・ サービス担当者会議等において利用者又は家族の個人情報を用いる場合は、それ 

  ぞれの同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

（２９）広告 
 ・ 事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なもので 

  あってはならない。 

 

（３０）介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 
 ・ 介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者による 

  サービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しては 

  ならない。 
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（３１）苦情処理 
 ・ 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す 

  るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ 

  ならない。 

 ・ 苦情を受け付けた場合には、苦情の内容等を記録しなければならない。 

 ・ 市又は国保連が行う調査に協力するとともに、指導等を受けた場合は、必要な改 

  善を行い、求めがあった場合には、その内容を報告しなければならない。 

 

（３２）地域との連携 
 ・ 苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する 

  事業に協力するよう努めなければならない。 

 

（３３）事故発生時の対応 
 ・ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の 

  家族、介護予防支援事者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら 

  ない。 

 ・ 上記の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

 ・ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 

  償を速やかに行わなければならない。 

 ・ 宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合もこれらに準じた措置を講じなけれ 

  ばならない。 
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（３４）会計の区分 
 ・ 事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防通所介護相当サービスの事業の 

  会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

 

（３５）記録の整備 
 ・ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

 ・ 利用者に対するサービスの提供に関する以下の記録を整備し、その完結の日から 

  ５年間保存しなければならない。 

  ①介護予防通所介護相当サービス計画 

  ②提供した具体的なサービスの内容等の記録 

  ③利用者に関する市への通知に係る記録 

  ④利用者又は家族からの苦情の内容等の記録 

  ⑤事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

（３６）非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示 
 ・ 非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、事業所の見やすい場所に、その概 

  要を掲示しなければならない。 
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（３７）非常災害時の連携協力体制の整備 
 ・ 非常災害時の利用者の安全の確保を図るため、あらかじめ、他のサービス事業者、市、 

  関係機関及び地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。 

 

（３８）介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針 
 ・ 介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、 

  計画的に行われなければならない。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護予防通所介護相当 

  サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常に 

  その改善を図らなければならない。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス 

  事業者に係る業務の一層の改善を進めるため、定期的に外部の者による評価を受けるよう 

  努めなければならない。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供に 

  当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の 

  心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、 

  利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支 

  援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければ 

  ならない。 （次頁に続く） 
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 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限 

  活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービスの 

  提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方 

  法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければな 

  らない。 

  

（３９）介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針 

 ・ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師か 

  らの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身 

  の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う 

  ものとする。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の 

  状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成 

  するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護 

  予防通所介護相当サービス計画を作成するものとする。 

 ・ 介護予防通所介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス計画又は介護予防 

  ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなけれ   

  ばならない。 （次頁に続く） 
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 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当 

  サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して 

  説明し、利用者の同意を得なければならない。 

 ・  指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当 

  サービス計画を作成した際には、当該介護予防通所介護相当サービス計画を利用者 

  に交付しなければならない。 

 ・ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護相当サー 

  ビス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

 ・ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と 

  し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよ 

  うに説明を行うものとする。 

 ・ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、 

  適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当 

  サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも１月に１回は、当 

  該介護予防通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する 

  サービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画 

  又は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告するとと 

  もに、当該介護予防通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期 

  間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画  

  の実施状況の把握（以下、モニタリングと言う）を行うものとする。 
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 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記 

  録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケ 

  アマネジメントを作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

 ・ 以上は介護予防通所介護相当サービス計画の変更について準用する。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏 

  まえ、必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画の変更を行うものとする。 

  

（４０）介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点 
 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予 

  防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課 

  題、介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏ま 

  えつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改 

  善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等に 

  おいて有効性が確認されている等の適切なものとすること。 

 ・ 指定介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者 

  が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を 

  伴うサービスの提供は行わないとともに、安全管理体制等の確保（詳細は基準要 

  綱）を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 
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（４１）サービスの費用について 
 

 ①介護予防通所介護相当サービス費（１月につき） 
  （１）要支援１又は事業対象者（週１回程度利用） 1,647単位 

  （２）要支援２又は事業対象者（週２回程度利用） 3,377単位 

  ※定員超過利用又は人員基準欠如に該当する場合は３割減算。 

  ※「週１回（２回）程度利用」とは、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネ 

   ジメントにより、週１回（２回）程度の利用が必要と認められた場合をいう。 

 

 ②中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 
   １月につき所定単位数の１００分の５を加算。  

 

 ③若年性認知症利用者受入加算 
   １月につき２４０単位を加算。 

 

 ④同時に算定できないサービスについて 
 ・ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介 

  護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは 

  介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所介護相当 

  サービス費は、算定しない。 

 ・ 総合事業間の同時算定の可否について→３３ページの表を参照。 
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 ⑤同一建物減算 
   事業所と同一建物に居住する者等については、１月につき次の単位数を減算。 
  （１）要支援１又は事業対象者（週１回程度利用） 376単位 

  （２）要支援２又は事業対象者（週２回程度利用） 752単位  
 
 ⑥生活機能向上グループ活動加算 
   生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っていること等の条 

  件を満たす場合は１月につき１００単位を加算。 

  ※ 運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複 

   数実施加算との併算定はできない。 

 

 ⑦運動器機能向上加算 
   理学療法士等の配置及び運動器機能向上サービスを行っていること等の条件を満 

  たす場合は１月につき２２５単位を加算。 

 

 ⑧栄養改善加算 
   管理栄養士の配置及び栄養改善サービスを行っていること等の条件を満たす場合 

  は１月につき１５０単位を加算。 
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 ⑨口腔機能向上加算 
   歯科衛生士等の配置及び口腔機能向上サービスを行っていること等の条件を満た 
  す場合は１月につき１５０単位を加算。 

 

 ⑩選択的サービス複数実施加算 
   運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち加 

  算（Ⅰ）は２種類、加算（Ⅱ）は３種類のサービスを実施しており、かつ、いずれ 

  かのサービスを週１回以上行っていること等の条件を満たす場合は１月につき以下 

  の単位数を加算。 

   ア 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） ４８０単位 

   イ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） ７００単位 

 

 ⑪事業所評価加算 
   評価対象期間（１月～１２月）に選択的サービスを利用した者の割合及びそのう 

  ち要支援状態区分の維持者、改善者の割合が基準を超える等の条件を満たす場合、 

  その翌年度内に限り１月につき１２０単位を加算。 
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 ⑫サービス提供体制強化加算 
   前年度の介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合又は直接提供職員の総数 

  のうち勤続年数が３年以上の者が占める割合が基準を満たす等の条件を満たす場合 

  は１月につき以下の単位数を加算。 

    ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 

     (ア) 要支援１又は事業対象者（週１回程度利用） ７２単位 

     (イ) 要支援２又は事業対象者（週２回程度利用） １４４単位 

    イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 

     (ア) 要支援１又は事業対象者（週１回程度利用） ４８単位 

     (イ) 要支援２又は事業対象者（週２回程度利用） ９６単位 

    ウ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

     (ア) 要支援１又は事業対象者（週１回程度利用） ２４単位 

     (イ) 要支援２又は事業対象者（週２回程度利用） ４８単位 
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 ⑬介護職員処遇改善加算 
   介護職員処遇改善加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施すること並 

  びにその計画及び実績について報告すること等の条件を満たす場合は１月につき以 

  下の単位数を加算。 

   ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  

   （加算減算後の）単位数の１０００分の４０に相当する単位数 

   イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)   

   （加算減算後の）単位数の１０００分の２２に相当する単位数 

   ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  

    イにより算定した単位数の１００分の９０に相当する単位数 

   エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  

    イにより算定した単位数の１００分の８０に相当する単位数 
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（４２）同一場所で複数の事業を実施する場合の取扱い 

通所介護 介護予防通所介護
介護予防通所介護

相当サービス
通所型サービスＡ

（緩和基準）
通所型サービスＣ

（短期集中型）
通所型サービスＢ

（住民主体）

同一場所での同時提供 不可（※２）

食堂及び機能訓練室の必要面積 他と区分する

提供にあたる職員の区分（※３） 他と区分する 他と区分する 他と区分する

利用定員（※４） 他と区分する 他と区分する 他と区分する

人員基準 他と区分する（※５） 他と区分する（※５） 他と区分する（※５）

（※１）ただし、通所型サービスＣを他のサービスと同一場所で同時提供する場合、可動式パーテーション等で仕切る必要がある。

（※２）この表の他のサービスと重複しない別の時間帯に実施するか別室で実施する必要がある。

（※４）例①：　定員は「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を合わせて３０名。

　　　　例②：　定員は「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を合わせて１５名、別に「通所型サービスＣ」で１５名。

（※５）それぞれの人員基準により、それぞれの利用者数に応じた人員配置が必要。

これらのサービス間では区分しない

新しい総合事業

これらのサービス間では区分しない

これらのサービス間では区分しない

これらのサービス間では可能（※１）

これらのサービスの同時最大定員×３㎡

（※３）
例：　提供にあたる職員を区分しない・・・高松太郎さんの勤務時間：「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を同時に提供す
る介護職員として9:00-14:00の勤務
　
例：　提供にあたる職員を区分する・・・高松太郎さんの勤務時間：「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を同時に提供する
介護職員として9:00-12:00、　「通　所型サービスA」の介護職員として12:00-14:00の勤務

　　　　例③：　定員は「通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所介護相当サービス」を合わせて１０名、別に「通所型サービスＡ」で１０名、別に「通
　　　　　　　　　所型サービスＣ」で１０名。
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（４３）総合事業間の同時算定の可否について 

介護予防

通所介護

相当サー

ビス

通所型

サービス
Ａ

通所型

サービス
Ｂ

通所型

サービス
Ｃ

介護予防通所介護相当サービス × × ○ ×
通所型サービスＡ × ○ ○ ×
通所型サービスＢ ○ ○ ○ ○
通所型サービスＣ × × ○ ×
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（１）（２）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
 

（３）指定について 
 ・ 指定又は指定更新の有効期間は６年。（みなし事業所と同一場所で申請する場合 

  の経過措置あり） 

 ・ 申請者は法人でなければならない。 

 ・ 基準を満たしていない場合や、過去５年以内に取り消し処分を受けている場合等 

  は指定又は指定更新を受けられない。 

 

（４）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
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（５）人員の基準 
①従事者 

 ・ 提供日ごと、単位ごとに 

  （利用者数が１５人以下の場合） 

   提供時間帯の合計勤務時間数≧提供時間数 

  （利用者数が１５人を超える場合） 

   提供時間帯の合計勤務時間数≧提供時間数×【1＋［（利用者数－15）÷10］】 

  

 ・ 例：利用者数１８名、提供時間数７時間の場合、7×1.3=9.1時間が必要。 

 ・ 資格要件は無し。 

 ・ 単位ごとに従事者を常時１以上、サービスに従事させなければならない。 

 ・ 同一の場所で一体的に運営する通所介護、介護予防通所介護及び介護予防通所介 

  護相当サービスは一体的に人員基準を判断する。通所型サービスＡ及び通所型サー 

  ビスＣはこれらとは別にそれぞれで人員基準を判断する。 

  →３２ページの表を参照。 
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（６）管理者 
 ・ 管理者を置かなければならない。（非常勤でも良い。） 

 ・ 上記以外は介護予防通所介護相当サービスと同様。 

 

（７）設備及び備品 
 ①（食堂及び）機能訓練室 
  利用定員×３㎡以上。 
 ②消防設備その他の非常災害に際して必要な設備   
  消防法その他の法令等に規定された設備。 
 
 ・ 宿泊サービスを行う場合は、市に届け出が必要。 
 ・ 通所介護、介護予防通所介護、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービ 
  スＣと（食堂及び）機能訓練室の共用が可能。この場合、通所型サービスＣとは可 
  動式パーテーション等で仕切りを設けること。また、（食堂及び）機能訓練室の面 
  積は、これらのサービスの定員の合計（同時最大）×３㎡以上が必要となる。→３ 
  ２ページの表を参照。 
 
 

（８）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
 
 

（９）提供拒否の禁止 
 ・ 通所型サービスＡには規定無し。 
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（１０）～（３７）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 

 

 

（３８）通所型サービスＡの基本取扱方針 
 ・ 指定通所型サービスＡ事業者は、通所型サービスＡの提供に当たり、その提供時 

  間を、１回当たり半日程度（３時間以上）とする。 

 ・ 上記以外は介護予防通所型サービスと同様。 

 

 

（３９）通所型サービスＡの具体的取扱方針 
 ・ 通所型サービスＡ計画を必要に応じて作成するものとする。 

 ・ 加算を算定する場合は通所型サービスＡ計画の作成が必要である。 

 ・ 通所型サービスＡ計画を作成しない場合、計画の実施状況の把握（モニタリン 

  グ）、その結果の記録及び介護予防支援事業者への報告等は不要。ただし、（計画 

  を作成する場合と同様）１月に１回以上の介護予防支援事業者へのサービス状況等 

  の報告は必要。 

 ・ 上記以外は介護予防通所型サービスと同様。 
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（４０）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 

 

 

（４１）サービスの費用について 

 

 ①通所型サービスＡ費 ３２８単位（１回につき） 
 ・ 定員超過利用又は人員基準欠如に該当する場合は３割減算。 

 ・ 利用回数の限度は以下の通り。  

  （１）要支援１又は事業対象者（週１回程度利用） 週１回まで 

  （２）要支援２又は事業対象者（週２回程度利用） 週２回まで 
  ※「週１回（２回）程度利用」とは、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジンメントに 

   より、週１回（２回）程度の利用が必要と認められた場合をいう。 

 

 ②中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 
   １回につき１６単位を加算。  
 

 ③同時に算定できないサービスについて 
   利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予 
  防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防 
  認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスＡ費は算定しない。 
 ・ 総合事業間の同時算定の可否について→３３ページの表を参照。 
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 ④同一建物減算 
   事業所と同一建物に居住する者等については、１回につき８７単位を減算。 
 

 ⑤送迎減算 
   送迎を行わない場合は片道につき４７単位を減算。 
 

 ⑥生活機能向上グループ活動加算 
   生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っていること等の条 

  件を満たす場合は１月につき１００単位を加算。 

  ※ 栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算との併算定 

   はできない。 

 

 ⑦栄養改善加算 
   管理栄養士の配置及び栄養改善サービスを行っていること等の条件を満たす場合 
  は１月につき１５０単位を加算。 
 

 ⑧口腔機能向上加算 
   歯科衛生士等の配置及び口腔機能向上サービスを行っていること等の条件を満た 
  す場合は１月につき１５０単位を加算。 
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 ⑨選択的サービス複数実施加算 
   栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスのいずれも実施しており、かつ、い 

  ずれかのサービスを週１回以上行っていること等の条件を満たす場合は１月につき 

  ４８０単位を加算。 

  ※栄養改善加算又は口腔機能向上加算との併算定はできない。 

 

 

（４２）（４３）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
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（１）（２）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 

 

（３）指定について 
 ・ 指定又は指定更新の有効期間は６年。（みなし事業所と同一場所で申請する場合 

  の経過措置あり） 

 ・ 申請者は法人でなければならない。 

 ・ 基準を満たしていない場合や、過去５年以内に取り消し処分を受けている場合等 

  は指定又は指定更新を受けられない。 

 

（４）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
 

（５）人員の基準 
①従事者 

 ・ 提供日ごと、単位ごとに提供時間帯を通じて、以下の人数の配置が必要である。 

  （利用者数が１５人以下の場合）    ２名以上 

  （利用者数が１６人～２５人※の場合） ３名以上 

   ※通所型サービスＣの１単位の定員は２５人まで。 

 ・ 資格要件は無し。 

（次頁に続く） 
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 ・ 人員基準上必要な「機能訓練指導員又は健康運動指導員士」及び配置が加算の算 

  定要件となっている管理栄養士、歯科衛生士等は、従事者の員数に含むことができ 

  る。 

 ・ 同一の場所で一体的に運営する通所介護、介護予防通所介護及び介護予防通所介 

  護相当サービスは一体的に人員基準を判断する。通所型サービスＡ及び通所型サー 

  ビスＣはこれらとは別にそれぞれで人員基準を判断する。 

  →３２ページの表を参照。 

 

②機能訓練指導員又は健康運動指導士 

 ・ １以上 

 ・ 職務は事前・事後アセスメント及び（管理者と共に）個別サービス計画の作成で 

  あり、提供日ごとの配置や提供時間帯を通じた配置までは必要無いが、職務に必要 

  な時間数の配置を行うこと。 

 ・ 資格要件：次のいずれかの資格を有する者。(1)理学療法士、(2)作業療法士、 

  (3)言語聴覚士、(4)看護師又は准看護師、(5)柔道整復師、(6)あん摩マッサージ指 

  圧師、(7)健康運動指導士 

 

 

（６）管理者 
 ・ 管理者を置かなければならない。（非常勤でも良い。） 
 ・ 上記以外は介護予防通所介護相当サービスと同様。 
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（７）設備及び備品 
 ①（食堂及び）機能訓練室 
  利用定員×３㎡以上。 
 ②消防設備その他の非常災害に際して必要な設備   
  消防法その他の法令等に規定された設備。  
 
 ・ 宿泊サービスを行う場合は、市に届け出が必要。 
 ・ （介護予防）通所介護、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスＡと 
  （食堂及び）機能訓練室の共用が可能。この場合、可動式パーテーション等で仕切 
  りを設けること。また、（食堂及び）機能訓練室の面積は、これらのサービスの定 
  員の合計（同時最大）×３㎡以上が必要となる。→３２ページの表を参照。 
 
 

（８）～（３７）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
 
 

（※）単位の人数について 
 ・ 通所型サービスＣの１単位の定員は２５人まで。 
 ・ 同時間帯に複数の単位を実施することで、事業所としての同時最大の利用定員を 
  ２６人以上とする事も可能。 
 

（３８）通所型サービスＣの基本取扱方針 
 ・ 指定通所型サービスＣ事業者は、通所型サービスＣの提供に当たり、その提供時 

  間を、１回当たり１時間３０分以上とする。 

 ・ 上記以外は介護予防通所型サービスと同様。 
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（３９）（４０）→ 介護予防通所介護相当サービスと同様。 
 
 
（４１）サービスの費用について 
 
 ①通所型サービスＣ費 ３０５単位（１回につき）  
   週１回まで。算定期間の限度は６ヵ月。   
 

 ②同時に算定できないサービスについて 
   利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予 
  防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防 
  認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスＣ費は算定しない。 
 ・ 総合事業間の同時算定の可否について→３３ページの表を参照。 
 

 ③送迎減算 
   送迎を行わない場合は片道につき４７単位を減算。 
 

 ④栄養改善加算 
   管理栄養士の配置及び栄養改善サービスを行っていること等の条件を満たす場合 
  は１月につき１５０単位を加算。 
 

 ⑤口腔機能向上加算 
   歯科衛生士等の配置及び口腔機能向上サービスを行っていること等の条件を満た 
  す場合は１月につき１５０単位を加算。 
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 ⑥選択的サービス複数実施加算 
   栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスのいずれも実施しており、かつ、い 

  ずれかのサービスを週１回以上行っていること等の条件を満たす場合は１月につき 

  ４８０単位を加算。 

  ※栄養改善加算又は口腔機能向上加算との併算定はできない。 
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平成27年3月31日

までに介護予防通
所介護事業所の指
定を受けている事

業所ですか。 

 
 
 

（１）介護予防通所介護相当サービスの指定申請までの 
   流れ 

既に指定を受けて
いる（介護予防）通
所介護事業所と設
備を共用し、かつ設
備に変更を加えま

せんか。 

みなし指定を受け
ているため、指定
申請は不要です。 

指定申請の前に事
前協議が必要です。
介護保険課へ御連

絡ください。 

指定申請を行って
ください。 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 事前協議後 
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（２）通所型サービスＡ及び通所型サービスＣの指定申請 
   までの流れ 
 

既に指定を受けて
いる（介護予防）通
所介護事業所と設
備を共用し、かつ設
備に変更を加えま

せんか。 
指定申請の前に事
前協議が必要です。
介護保険課へ御連

絡ください。 

指定申請を行って
ください。 

はい 

いいえ 

事前協議後 
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 ・ 事業実施予定の設備が基準に適合している事を確認するため、 

  事前協議書及び添付書類を提出していただき、適合の可否を書面   

  で回答しているものです。 

 ・ 事前協議書の様式等は介護保険課ＨＰに掲載します。 

 ・ 既に同一設備を使用して指定（介護予防）通所介護の指定を受 

  けており、かつ設備に変更を加えない場合は事前協議の手続きを 

  省略する事ができます。 

 ・ 事前協議書の提出前に、事前相談をしていただいております。 

  介護保険課の通所介護担当者に電話で日時を予約後、事前相談に 

  お越しください。その際、計画している図面等をお持ちください。 

 ・ 事前協議書の提出を受けてから原則３０日以内での回答となり 

  ます。 

 
 
 

（３）事前協議について 
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（３）事前協議について 
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・ 指定申請書及び添付書類の様式等は介護保険課のＨＰに掲載しま  

 すが、添付書類は（介護予防）通所介護の指定申請とほぼ同様です。 

・ 指定申請手続きには、手数料が必要となります（事業所ごとに１ 

 件１０，０００円）。指定申請書の受付後、納入通知書を郵送いた 

 しますので、記載されている納期限までに納付してください。 

・ 総合事業の指定申請の際、申請者の定款及び法人登記簿の（事 

 業）目的欄には以下のような記載が求められます。 

 ※株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合 

  例 介護保険法に基づく第１号訪問（通所）事業 

    介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 

 ※医療法人や社会福祉法人等の所管・監督官庁のある法人の場合 

  定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、各法人所 

  管・監督官庁へ御確認をお願いします。 

 

 

 

 
 
 

（４）指定申請について 
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（４）指定申請について 
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（４）指定申請について 
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・ 指定申請の受付は６月１日から開始します。 

・ 平成２８年８月末までに指定申請書の提出があった事業所は高松 

 市の総合事業の開始日である平成２８年１０月１日から指定の効力  

 が生じます。 

・ 平成２８年６月末までに提出があった事業所は、８月に公表予定 

 の総合事業事業者一覧に掲載し、７月末までに提出があった事業所 

 は、９月公表の総合事業事業者一覧に掲載します。（次ページ参照） 

・ 書類に不備がある場合や必要書類が不足している場合は受付がで 

 きませんので、提出期限に余裕をもってお越しください。 

・ 平成２８年９月以降の提出分については、指定日を毎月１日と１ 

 ５日の２回としており、それぞれの提出期限は以下のとおりです。 
 

 毎月末日（土日祝日及び12/29～1/3に当たる場合は前倒し）までに受付  

  →翌々月の１日指定 

 毎月１４日（土日祝日及び12/29～1/3に当たる場合は前倒し）までに受付  

  →翌月の１５日指定 

 
 
 

（５）指定のスケジュール 
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※「６月末まで」及び「７月末まで」の受付分は上記のスケジュールで（指定の効力が生じる前に）事業所一覧に掲載し公表する。
※それ以降については、他の介護サービスと同様、指定後に公表する。

9月15日
7月1日 8月1日 9月1日 10月1日

10月15日
11月1日

6月末までに受付

7月末までに受付

8月末までに受付

１０月１日指定

１０月１日指定

１０月１日指定

9月14日までに受付 １０月１５日指定

公表

公表

５．指定申請の手続きについて  
 
 

（５）指定のスケジュール 
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・ 平成27年3月31日までに予防通所介護事業所の指定を受けている  

 事業所は介護予防通所介護相当サービスの事業所としてみなし指定 

 を受けています。 

・ みなし指定の有効期間は平成27年4月1日から平成30年3月31日ま 

 でとされているため、指定更新の手続きが必要となります。 

・ 指定更新の際、申請者の定款及び法人登記簿の（事業）目的欄に  

 は以下のような記載が求められます。 

 ※株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合 

  例 介護保険法に基づく第１号訪問（通所）事業 

    介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 

 ※医療法人や社会福祉法人等の所管・監督官庁のある法人の場合 

  定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、各法人所 

  管・監督官庁へ御確認をお願いします。 

 
 
 

（１）指定更新について 
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・ 予防通所介護事業所に係る届出が提出されている場合、介護予防 

 通所介護相当サービス（みなし）に係る加算の届出は不要とされて 

 います。 

・ 従って、予防通所介護事業所で加算の届出を行っている加算につ 

 いては、加算の届出を提出することなく、平成２８年１０月１日か 

 ら介護予防通所介護相当サービス（みなし）においても算定するこ 

 とができます。 

 
 
 

（２）加算の届出について 
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・ 介護職員処遇改善加算については、介護予防通所介護事業所の同 

 加算に関する届出がされ、別紙等が添付されている場合はみなし指 

 定の事業者に係る届出（計画書を含む）は不要とされています。 

・ 従って、介護予防通所介護相当サービス（みなし）で処遇改善加 

 算の算定を開始するに当たり、上記に該当する場合は、平成２８年 

 度処遇改善加算の計画書を再提出する必要はありません。 

・ なお、介護予防通所介護相当サービス（みなし）の介護職員処遇 

 改善加算の算定額に相当する賃金改善を行い、平成２８年度実績報 

 告に記載する必要があります。一体的に行う（介護予防）通所介護 

 事業所と合算して賃金改善を行い、実績報告書を作成する事ができ 

 ます。（実績報告書の様式に介護予防（訪問）通所介護相当サービ 

 ス（みなし）に係る算定額の記載欄を追加する予定です。） 

  

 
 
 

（３）介護職員処遇改善加算について 



58 


