
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 

―訪問型サービス― 

平成２８年５月１８日（水） ９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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訪問型サービスの種類 

• 現行相当サービス 

 （指定事業者による実施） 

• 訪問型サービスＡ 

 （指定事業者による実施） 

• 訪問型サービスＢ 

 （補助による実施） 

• 訪問型サービスＣ 

 （直接又は委託による実施） 

基準・単価等、現行の 
介護予防訪問介護と同じ 

基準を緩和したサービス 
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現行相当サービスについて 

①サービス内容 
 介護予防訪問介護のサービスについては、「身体介護中心型」及
び「生活援助中心型」の区分が一本化されており、サービスの範囲
については、訪問介護と同じ取扱いとされている。 

  

 訪問介護における「身体介護」とは・・・ 

 利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必
要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機
能向上等のための介助及び専門的な援助のこと。（例：排泄介助、清
拭、入浴、身体整容等） 

 

注：たんの吸引等（たんの吸引等の業務を行うための登録を受けて
いる事業所を除く）や、医行為、通院等乗降介助は行うことができな
い。 
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 「生活援助」とは・・・ 

 身体介護以外の訪問介護であって、日常生活の援助（例：掃
除、洗濯、調理）であるが、次のような行為は生活援助の内容
に含まれない。 
 ●商品の販売や農作業等生業の援助的な行為 

 ●直接本人の援助に該当しない行為 

  ・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが 

  適当であると判断される行為 

 ●日常生活の援助に該当しない行為 

  ・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生 

   じないと判断される行為 

  ・日常的に行われる家事の範囲を超える行為  

  

 なお、援助の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックで
あり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合に
は、訪問介護費を算定できないとされている。 
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②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の結果に基づき判断） 

（想定される利用者） 

 身体介護が必要な方や、退院直後等で状態が変化しやすく、
状態に応じた支援が必要な方等。 

 

③サービス提供時間 
 サービス提供の時間や回数については、利用者の状態の変
化、目標（介護予防サービス計画等において設定された生活
機能向上に係る目標）の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更
されるべきものであるが、こうした変更に際しては、介護予防支
援事業者と十分な連携を取ることが必要。 
 

 ※取扱いの詳細については、「介護報酬の解釈①単位数表編 平成２７年４月版」    
947頁注１ 参照 
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④単価 
 月単位定額報酬 

（１） 訪問型サービス費(Ⅰ) １，１６８単位 

   （週１回程度） 

（２） 訪問型サービス費(Ⅱ) ２，３３５単位 

   （週２回程度） 

（３） 訪問型サービス費(Ⅲ) ３，７０４単位 

   （週２回を超える程度） 

 
 ※高松市は地域区分が７級地であるため、１単位＝１０．２１円となる。 

 ※自己負担は１割又は２割。 

 ※支給限度額管理あり。 

 ※同じ月において、訪問型現行相当サービスと訪問型サービスＡを併用して算定 
することはできない。 

 ※使用するサービスコードは、現行の介護予防訪問介護のコードとは異なる。 

 ※みなし指定事業所（Ｈ27.3.31までに介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所）と、
みなし以外の指定事業所（Ｈ27.4.1以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所）は異
なる請求コードを使用する。 
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訪問型現行相当サービス（みなし）のコード表（案） 
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種類 項目

Ａ１ 1111 訪問型サービスⅠ 1,168

Ａ１ 1113 訪問型サービスⅠ・初任
介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　70％ 818

Ａ１ 1114 訪問型サービスⅠ・同一 1,051

Ａ１ 1115 訪問型サービスⅠ・初任・同一

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　70％ 736

Ａ１ 2111 訪問型サービスⅠ日割 38

Ａ１ 2113 訪問型サービスⅠ日割・初任
介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　70％ 27

Ａ１ 2114 訪問型サービスⅠ日割・同一 34

Ａ１ 2115 訪問型サービスⅠ日割・初任・同一
介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　70％ 24

１月につき

事業所と同一建物の利用者又は

これ以外の同一建物の利用者20

人以上にサービスを行う場合

　　　　　　　　　　　　×　90％

１日につき

サービスコード

イ　訪問型

サービス費
（みなし）
（Ⅰ）

事業対象者・要支援

１・２（週１回程度）

　　　　　１,１６８単位

事業対象者・要支援
１・２（週１回程度）

　　　　　　　　３８単位

事業所と同一建物の利用者又は

これ以外の同一建物の利用者20

人以上にサービスを行う場合

　　　　　　　　　　　　×　90％

サービス内容略称 算定項目
合成
単位数

算定

単位



訪問型現行相当サービス（みなし以外）のコード表（案） 
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⑤加算・減算 
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●初回加算  ２００単位 
 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、新規
に介護予防訪問介護相当サービス計画を作成した利用者に対
して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の介護予防
訪問介護相当サービスを行った日の属する月に介護予防訪
問介護相当サービスを行った場合又は当該指定介護予防訪
問介護相当サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回
若しくは初回の介護予防訪問介護相当サービスを行った日の属
する月に介護予防訪問介護相当サービスを行った際にサービス
提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算
する。 
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同行したことが分かるよう、提供記録等に記録しておく！ 



●生活機能向上連携加算 １００単位 
 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業
所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予
防訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任
者が同行し、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と
利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機
能の向上を目的とした介護予防訪問介護相当サービス計画を
作成した場合であって、当該理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護相当サービス計
画に基づく介護予防訪問介護相当サービスを行ったときは、
初回の当該介護予防訪問介護相当サービスが行われた日の
属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。 
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算定要件の解釈については、 
「介護報酬の解釈①単位数表編  
平成２７年４月版」 950、951頁参照！ 
例えば・・・ 



★個別サービス計画に必ず記載する内容 

① 生活機能アセスメントの結果 

② 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

③ 生活機能アセスメントの結果に基づき、②の内容について定めた３月を目途とする達成目標 

④ ③の内容を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

⑤ ③及び④の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

※③及び④の達成目標については、利用者の意向、介護支援専門員の意見も踏まえること 

※利用者自身が達成度合いを客観視でき、意欲の向上につながるよう、可能な限り具体的かつ客観
的な指標（回数や時間数等）を用いること 

★算定について 

●３月を超えて算定する場合は、再度の評価、計画の見直しが必要 

●当該３月の間に指定介護予防訪問リハビリテーションの提供が終了した場合でも、３月間は算

定可能 

●各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告し、必要に応じて利

用者の意向を確認し、理学療法士等に助言を得た上で、利用者のADL及びIADLの改善状況及び

③の達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと 
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●介護職員処遇改善加算 

 厚生労働大臣が定める基準（この場合において、「訪問介護費」とあるのは「介護予防訪問

介護相当サービス費」と、「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定介護予防訪問介護相当サービス

事業所」と読み替えるものとする。）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施し

ているものとして市長に届け出た指定介護予防訪問介護相当サービス事業所

が、利用者に対し、介護予防訪問介護相当サービスを行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、平成３０年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  
  所定単位数の１，０００分の８６に相当する単位数 
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)   
  所定単位数の１，０００分の４８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 13 
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（介護保険最新情報vol.546「介護予防・日常生活支援総合事業に係るＱ＆Ａ 
                                   【平成２８年４月１８日版】参照） 

○既に加算を算定しているみなし指定の事業者 
 ・・・既に加算に関する届出が行われ、別紙等が添付されている場合は、届出及び
別紙等の添付は不要 

●新規に加算の算定を行うみなし指定の事業者 
 ・・・届出及び別紙等の添付が必要 

●みなし以外の事業者 
 ・・・届出及び別紙等の添付が必要 
   （既に算定中の法人については、変更届を提出） 



●介護職員初任者研修課程を修了したサービス
提供責任者を配置している場合の減算 
  

 介護職員初任者研修課程修了（若しくは訪問介護員養成研修2
級課程修了）したサービス提供責任者を配置している場合は、所
定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。 
 

●事業所と同一建物の利用者等の減算 

 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同
一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物（養護老人ホーム、軽費
老人ホーム若しくは有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住
宅）若しくは指定介護予防訪問介護相当サービス事業所と同一建物
に居住する利用者又は指定介護予防訪問介護相当サービス事業
所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住
する建物の利用者に対し、介護予防訪問介護相当サービスを
行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定
する。 
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事業所の所在する建物と同一敷地内、隣接する敷地内、若しくは同一建物の
利用者に訪問する場合 

事業所 

・養護老人ホーム 
・軽費老人ホーム 
・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者
向け住宅 

訪問 

訪問 

対象となる建物 

利用者１人から減算対象 
ただし、次の場合は減算対象外 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地
に複数の建物が点在する場合（例え
ば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機
構）などの大規模団地や、敷地に沿っ
て複数のバス停留所があるような規
模の敷地） 

・ 隣接する敷地であっても、幅員が
広い道路や河川などに敷地が隔てら
れており、横断するために迂回しなけ
ればならない場合 

 

●事業所と同一建物の利用者等の減算について 
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１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物の利用者に、
訪問する場合 

事業所 

・養護老人ホーム 
・軽費老人ホーム 
・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者
向け住宅 

対象となる建物 

現行相当サービスの１月（暦月）の利用者数の
平均が、２０人以上の場合に減算対象 

ただし、次の場合は減算対象外 

・ 同一建物に、複数のサービス付き高齢
者向け住宅として登録された住戸が点在す
るもの（サービス付き高齢者向け住宅として
登録された住戸が特定の階層にまとまって
いるものを除く。）であって、当該建物の総
戸数のうちサービス付き高齢者向け住宅の
登録戸数が５割に満たない場合 

 

同一敷地内や隣接敷地内以外 
の場所に訪問 

注：訪問介護を一体
的に運営している場
合は、訪問介護の
利用者も数に含め
る！ 
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◎１月（暦月）の利用者数の平均が、２０人以上の場合の計算方法 

10/1 10/2 10/3 ・・・ 10/31 

利用者A 
契約 10/1契約 

利用 利用有 利用有 

利用者B 
契約 10/2契約 

利用 利用有 

利用者C 
契約 10/1契約 10/3午後解約 

利用 利用有 午前利用有 

利用者D 
契約 10/1契約 

利用 

例：平成２８年１０月分 

利用者A：10/1契約            10/2と、10/3に利用有 
利用者B：10/2契約            10/31に利用有 
利用者C：10/1契約、10/3午後解約  10/2と、10/3の午前中に利用有 
利用者D：10/1契約            利用なし 
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10/1 10/2 10/3 ・・・ 10/31 

利用者A 
契約 10/1契約 

利用 利用有 利用有 

利用者B 
契約 10/2契約 

利用 利用有 

利用者C 
契約 10/1契約 10/3午後解約 

利用 利用有 午前利用有 

利用者D 
契約 10/1契約 

利用 

計算 （利用者Dは、１月（暦月）の利用無しのため、計算に含めない） 

｛２（10/1契約者数、AとC）＋３（10/2契約者数、AとBとC）＋３（10/3契約者数、AとBとC） 
＋ ・・・ ＋２（10/31契約者数、AとB）｝÷３１日  【小数点以下切り捨て】 

上記計算方法によって算出された数字が２０人以上かどうかで判断する。 
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●特別地域加算 
 厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省告示第１２０ 
号。以下「地域告示」という。）に規定する地域に所在する指定介護予
防訪問介護相当サービス事業所（その一部として使用される事務所
が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部
として使用される事務所の訪問介護員等が介護予防訪問介護相当
サービスを行った場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、１
月につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数
に加算する。 

 

●中山間地域等における小規模事業所加算 
 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成２１年厚生労働
省告示第８３号。以下「中山間地域告示」という。）第１号に規定する
地域に所在し、かつ、１月当たり実利用者数が５人以下の指定介護
予防訪問介護相当サービス事業所（その一部として使用される事務
所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一
部として使用される事務所の訪問介護員等が介護予防訪問介護相
当サービスを行った場合は、１月につき所定単位数の１００分の１０に
相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 
21 



●中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算 
 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等
が、中山間地域告示第２号に規定する地域に居住している利
用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、介護予防訪
問介護相当サービスを行った場合は、１月につき所定単位数
の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 
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⑥人員基準 

・管理者（常勤・専従１以上） 
※支障がない場合、 

① 当該事業所のその他の職務（サービス提供責任者及び訪問介護員） 

 もしくは 

② 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務（管理業務とする。） 

 のいずれかの方法で兼務できる。 

 

・サービス提供責任者 
※前３月の利用者の平均により、配置しなければならない人数の下限が決められて
いる。 

 

・訪問介護員 
※常勤換算方法２.５以上 
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★介護給付の訪問介護と一体的に運営し
ている場合、訪問介護の基準を満たして
いることをもって、相当サービスの基準も
満たしているとみなすことができる。 



⑦資格 
・管理者 
 資格要件なし 

・サービス提供責任者 
・ 介護福祉士 

・ 実務者研修修了者 

・ 介護職員基礎研修課程修了者 

・ 訪問介護員養成研修1級課程修了者 

・ 看護師、准看護師 

・ 介護職員初任者研修修了者又は訪問介護員養成研修2級課程修
了者であって、３年以上介護等の業務に従事した者 

⇒ 「サービス提供責任者体制の減算」の届出を行う必要有。 

・訪問介護員 
 サービス提供責任者と同じ。ただし、介護職員初任者研修修了者、
訪問介護員養成研修２級課程修了者について、３年以上の実績は問
わない。 
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訪問型サービスＡについて 

①サービス内容 
 身体介護の内容は行うことができない。 

 生活援助の内容については、相当サービスと同じ。 

 

※なお、訪問型サービスＡについては、以下の３通りに分かれる。 

 

・訪問型サービスＡ（Ａ－１） ２２５単位 

・訪問型サービスＡ（Ａ－２） ２００単位 

・訪問型サービスＡ（Ａ－３） １８０単位 
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（Ａ－２）・・２００単位 
指定を受けられる事業所： 民間事業者、シルバー人材センター 

サービス内容：        生活援助（調理、配下膳は除く） 

               （介護予防訪問介護における生活援助の範囲から調理、配下膳を除く） 

単位：              １回２００単位（地域区分 １単位=１０.２１円） 

（Ａ－３）・・１８０単位 

指定を受けられる事業所： 就労支援センター（障がい者） 

サービス内容：        生活援助（調理、配下膳は除く） 

               （介護予防訪問介護における生活援助の範囲から調理、配下膳を除く） 

単位：              １回１８０単位（地域区分 １単位=１０.２１円） 

（Ａ－１）・・・２２５単位 
指定を受けられる事業者： 訪問介護・介護予防訪問介護事業者、民間事業者 

サービス内容：        生活援助 

                 （介護予防訪問介護における生活援助の範囲と同じ） 

単位：              １回２２５単位（地域区分 １単位=１０.２１円） 
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②対象者 
 相当サービスと同じ。 

 

（想定される利用者） 

 身体介護までは必要ないが、家事等の生活援助を必要とす
る方等。 

 

③サービス提供時間 

 １回６０分程度 

※利用者の状態や状況等から、サービス担当者会議等で必要
と判断されたサービス内容であれば、６０分以内又は６０分以
上であっても可。 
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④単価 
 １回あたり単価 

・週１回程度・・・月 ５回まで 

・週２回程度・・・月１０回まで 

 

（１） 訪問型サービスＡ費(Ａ－１) ２２５単位 

（２） 訪問型サービスＡ費(Ａ－２) ２００単位 

（３） 訪問型サービスＡ費(Ａ－３) １８０単位 
 

 

※高松市は地域区分が７級地であるため、１単位＝１０．２１円となる。 

※自己負担は１割又は２割。 

※支給限度額管理あり。 

※同じ月において、訪問型現行相当サービスと訪問型サービスＡを併用して算定 
することはできない。 
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訪問型サービスＡ（Ａ－１）のコード表（案） 
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・・・ 



訪問型サービスＡ（Ａ－２）のコード表（案） 
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・・・ 
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⑤加算・減算 
 



 加算、減算について、初回加算、介護職員処遇改善加算、介
護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置し
た場合の減算はなし。 

 同一建物の減算における２０人以上の利用者の数については、
訪問介護、現行相当サービスとは別に計算する。 
 

例：１月（暦月）の利用者数の平均が、 

訪問介護と現行相当サービス ２５人 

訪問型サービスＡ １０人 

の場合・・・ 
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⑥人員基準 

・管理者（専従１以上） 
※支障がない場合、 

① 当該事業所のその他の職務（訪問事業責任者及び従事者） 

 若しくは 

② 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務（管理業務とする。） 

 のいずれかの方法で兼務できる。 

 

・訪問事業責任者 
※従業者のうち必要数 

 

・従業者 
※必要数 
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★訪問型サービスＡ事業所の運営に必要
とされる人数を配置する。 
 



⑦資格 

・管理者 
 資格要件なし 

・訪問事業責任者 
・ 介護福祉士 

・ 実務者研修修了者 

・ 介護職員基礎研修課程修了者 

・ 訪問介護員養成研修1級課程修了者 

・ 看護師、准看護師 

・ 介護職員初任者研修修了者又は訪問介護員養成研修2級課程修
了者 

・市が行う研修Ａ修了者 

・従事者 
 サービス提供責任者と同じ。ただし、（Ａ－１）については、市が行う
研修Ｂ修了者、（Ａ－２）、（Ａ－３）については、市が行う研修Ｃ修了者
が従事できる。 34 



現行相当サービス 訪問型サービスＡ 

サービス内容 身体介護、生活援助 生活援助 
※Ａ－２、Ａ－３は調理、配下膳を除く 

サービス提供時間等 
利用者の状態、目標等から 
必要と思われる時間、回数 

１回６０分程度 

単価 月単位定額報酬 
※週１回程度、週２回程度、週２回程度を超える場合 

１回当たり単価 
※週１回程度→月５回まで、週２回程度→月１０回まで 

加算 資料ページ９と３１ 参照 

人員 資料ページ２３と３３ 参照 

資格 介護福祉士等 
市が行う研修Ａ、Ｂ、Ｃ修了者含む 

※Ａは訪問事業責任者、 
ＢはＡ－１、ＣはＡ－２、３で従事できる 

計画 
介護予防訪問介護相当サービ

ス計画作成 

必用に応じ計画作成 
※生活機能向上連携加算を 
算定する場合は必須 

現行相当サービスと訪問型サービスＡ
の違い 
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総合事業間の同時算定の 
可否について 

介護予防 

訪問介護 

相当サー 

ビス 

訪問型 

サービス 

Ａ 

訪問型 

サービス 

Ｂ 

訪問型 

サービス 

Ｃ 

介護予防訪問介護相当サービス × × ○ ○ 

訪問型サービスＡ × ○ ○ ○ 

訪問型サービスＢ ○ ○ ○ ○ 

訪問型サービスＣ ○ ○ ○ ○ 



訪問介護又は現行相当サービスと、 
訪問型サービスＡを一体的に行う場合 

• 設備等について 
 一体的に事業を行う場合、同じスペースに事業所を置くことは
可能。ただし、机を分ける等して、区分けがなされるようにする
こと。 

 

• 人員について 
 訪問型サービスＡに従事した時間を、訪問介護又は現行相当
サービスの常勤換算の計算に含むことはできない。従って、常
勤のサービス提供責任者が訪問型サービスＡに従事すること
はできない。 

 また、市が行う研修Ａ・Ｂ・Ｃ修了者が訪問介護又は現行相当
サービスに従事することはできない。 
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●常勤換算の考え方 

訪問介護 介護予防訪問介護 現行相当サービス 訪問型サービスＡ 

ヘルパーＡさん 

常勤換算に含むことができる 常勤換算に含む
ことができない 
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• サービス提供責任者について 
 利用者の数（前３月の平均値）が４０又は端数を増すごとに１
人以上のものをサービス提供責任者としなければならない。 
※常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務
に主として従事する者が１人以上配置されている等の事業所は、利用者５０人に１人
以上の基準でサービス提供責任者を配置できる。 

 

 「利用者」について、訪問介護、現行相当サービスの利用者
数は合計して計算するが、訪問型サービスＡの利用者数は別
に計算する。 
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●サービス提供責任者の考え方 

訪問型サービスAの利用者数は別にして考える 

例１：要介護者及び現行相当４０人、サービスA利用者４５人の場合 

要介護者及び現行相当利用者４０人 サービスA利用者４５人 

サービス提供責任者１人 訪問事業責任者１人以上 
（必要数） 

※常勤のサービス提供責任者は、サービスAに従事することはできない。 

利用者の数・・・ 
前３月の平均値（暦月ごとの実利用者数の数を合算し、３で除して得た数）を用いる。 
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要介護者及び現行相当利用者８０人 サービスA利用者４５人 

例２：要介護者及び現行相当８０人、サービスA利用者４５人の場合 

サービス提供責任者２人 訪問事業責任者１人以上 
（必要数） 

※利用者の数が４０人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができるため、 

上記の場合、内１人は非常勤でもかまわないので、例えば・・・ 

サービス提供責任者①   要介護者又は現行相当利用者 １６０時間勤務 
 
サービス提供責任者②   要介護者又は現行相当利用者  ８０時間以上 
（訪問事業責任者と兼務可）           サービスA利用者   ８０時間未満 

という配置も可能である 注：常勤が勤務すべき時間が計１６０時間の場合 
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サービス提供責任者① 要介護者又は現行相当利用者 １６０時間勤務 
 
サービス提供責任者② 要介護者又は現行相当利用者  ８０時間以上 
（訪問事業責任者と兼務可）               サービスA   ８０時間未満 

訪問介護・現行相当サービス 訪問型サービスＡ 

訪問介護・現行相当サービス 

１６０時間 

８０時間以上 

注：常勤が勤務すべき時間が計１６０時間の場合 

８０時間未満 

42 
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例３：利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とする場合 

要介護者及び現行相当利用者１５１人 サービスA利用者４５人 

※要介護及び現行相当の利用者１５０人以下の場合、常勤のサービス提供責任者３人は、要件として必要で
あるため、サービスAに従事できない。 

サービス提供責任者４人 訪問事業責任者１人以上 
（必要数） 

サービス提供責任者４人の内１人は非常勤でもかまわないので、例えば・・・ 

サービス提供責任者①②③ 要介護者又は現行相当利用者 １６０時間勤務 
 
サービス提供責任者④    要介護者又は現行相当利用者  ８０時間以上 
（訪問事業責任者と兼務可）                  サービスA   ８０時間未満 

という配置も可能である 注：常勤が勤務すべき時間が計１６０時間の場合 
43 



例４：障がい福祉の指定居宅介護を一体的に施行する場合 

要介護者及び 
現行相当利用者３０人 

サービスA利用者４５人 
指定居
宅介護
１０人 

サービス提供責任者１人 訪問事業責任者１人以上（必要数） 

指定訪問介護及び指定居宅介護の員数の合計に応じて必要とされる員数以上 

※指定重度訪問介護については、重度訪問介護の利用者が１０人以下の場合に限り、「指定重
度訪問介護の利用者が４０人又はその端数を増すごとに１人以上」、「指定重度訪問介護の利用
者の数が５０人又はその端数を増すごとに１人以上」とすることができる。 

指定訪問介護等と指定居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上 

サービス提供責任者１人 サービス提供責任者
１人 

訪問事業責任者１人以上（必要数） 

利用者数以外の算定方法もあり 
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• 特定事業所加算について 
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（問）  
  訪問介護の特定事業所加算における訪問介護員等要件である介護福祉士等の割合

には、緩和した基準によるサービスに従事する時間を含むか。また、重度要介護者等対
応要件である利用者の数には、緩和した基準によるサービスの利用者は含むか。 
 
（答） 

 特定事業所加算の算定要件のうち、訪問介護員等要件の割合は、指定訪問介護事業
所の訪問介護員等の状況に基づき算定することとしており、緩和した基準によるサービス
に従事する時間は含まない。 

 また、重度要介護者等対応要件の利用者割合は、指定訪問介護の利用者数（一体的な
運営を行う場合の第一号訪問介護の利用者を除く）に基づき算定することとしており、緩和
した基準によるサービスの利用者は含まない。 

「介護予防・日常生活支援総合事業 
ガイドライン」についてのＱ＆Ａ 【平成２７年８月１９日版】 
「第６ 総合事業の制度的な枠組み」 問16  



現行の予防相当 多様なサービス 

サービス 
種 別 

① 現行相当サービス ② 訪問型サービスＡ 
(緩和した基準によるサービス) 

③ 訪問型サービスＢ 
(住民主体による支援) 

④ 訪問型サービス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 
 予防訪問介護事業所の 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

直接実施 
 

委託 

●平成27年4月1日以降に 
 予防訪問介護事業所の 
 指定を受けた事業所 

 

 

指定申請が必要 
 

 

指定申請について 
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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）介護予防訪問介護相当サービスの指定申請までの流れ 

みなし指定を受け
ているため、指定
申請は不要です。 

指定申請を行って
ください。 

はい 

いいえ 

 
 
 

（２）訪問型サービスＡ→指定申請を行ってください。 
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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）訪問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。 

 

 

 

 
 
 

 指定申請について 
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 指定申請様式について 
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・訪問型サービスＡの有効期間 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） 
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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 

 
 
 

 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

 
 
 

 指定のスケジュール 



みなし指定事業所について（留意事項） 
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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 



54  

・ 予防訪問介護事業所に係る届出が提出されている場合、介護予防 

 訪問介護相当サービス（みなし）に係る加算の届出は不要とされて 

 います。 

・ 従って、予防訪問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 

 ら介護予防訪問介護相当サービス（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 



 55 

・ 介護職員処遇改善加算については、介護予防訪問介護事業所の同 

 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、介護予防訪問介護相当サービス（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、介護予防訪問介護相当サービス（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）訪問介護 

 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 
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