
帯広市介護予防・日常生活支援
総合事業

ふれあいサービス事業者向け資料



総合事業の概要

○○○○ 訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護・・・・通所介護以外通所介護以外通所介護以外通所介護以外のサービスのサービスのサービスのサービス（（（（訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護、、、、福祉用具等福祉用具等福祉用具等福祉用具等））））はははは、、、、
引引引引きききき続続続続きききき介護予防給付介護予防給付介護予防給付介護予防給付によるサービスによるサービスによるサービスによるサービス提供提供提供提供をををを継続継続継続継続。。。。

○○○○ 地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターによるセンターによるセンターによるセンターによる介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントにににに基基基基づきづきづきづき、、、、

総合事業総合事業総合事業総合事業（（（（介護介護介護介護予防予防予防予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事業及事業及事業及事業及びびびび一般一般一般一般介護予防介護予防介護予防介護予防事事事事

業業業業））））のサービスとのサービスとのサービスとのサービスと介護予防給付介護予防給付介護予防給付介護予防給付のサービスのサービスのサービスのサービス（（（（要支援者要支援者要支援者要支援者のみのみのみのみ））））をををを組組組組みみみみ
合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。

○○○○ 介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業によるサービスのみによるサービスのみによるサービスのみによるサービスのみ利用利用利用利用するするするする

場合場合場合場合はははは、、、、要介護認定等要介護認定等要介護認定等要介護認定等をををを省略省略省略省略してしてしてして「「「「介護介護介護介護予防予防予防予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事事事事

業業業業対象者対象者対象者対象者」」」」としとしとしとし、、、、迅速迅速迅速迅速なサービスなサービスなサービスなサービス利用利用利用利用をををを可能可能可能可能にににに（（（（基本基本基本基本チェックリストでチェックリストでチェックリストでチェックリストで
判断判断判断判断）。）。）。）。

※※※※ 第第第第２２２２号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者はははは、、、、基本基本基本基本チェックリストではなくチェックリストではなくチェックリストではなくチェックリストではなく、、、、要介護認定等申要介護認定等申要介護認定等申要介護認定等申
請請請請をををを行行行行うううう。。。。 2



総合事業総合事業総合事業総合事業のののの概要概要概要概要（（（（２２２２））））

基本チェックリスト※で判

断訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護、、、、福祉用具等福祉用具等福祉用具等福祉用具等

※全国一律の人員基準、運

営基準
介護予防給付介護予防給付介護予防給付介護予防給付

介護介護介護介護予防予防予防予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス
事業対象者事業対象者事業対象者事業対象者

要 支 援 者

総総総総合合合合事事事事業業業業

要支援認定要支援認定要支援認定要支援認定

一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。
全ての高齢者が対象。）

一般高齢者
等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業
訪問型訪問型訪問型訪問型・・・・通所型通所型通所型通所型サービスサービスサービスサービス

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

従従従従 来来来来 のののの 要要要要 支支支支 援援援援 者者者者

※※※※基本基本基本基本チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト
でででで判断判断判断判断

＊厚生労働省の資料を一部改変
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予防給付によるサービス

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・短期入所療養介護

・居宅療養管理指導

・特定施設入所者生活介護

・短期入所者生活介護

・訪問入浴介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

・福祉用具貸与

・福祉用具販売

・住宅改修 など

新しい総合事業によるサービス
（介護予防・生活支援サービス事業）

・・・・訪問型訪問型訪問型訪問型サービスサービスサービスサービス

・・・・通所型通所型通所型通所型サービスサービスサービスサービス

・多様な担い手による生活支援

・ミニデイなどの通いの場
・訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護

・・・・通所介護通所介護通所介護通所介護

従来通り

予防給付で行う

訪問介護、通所介護

について事業へ移行

○ 多様多様多様多様なななな主体主体主体主体によるによるによるによる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな取取取取りりりり組組組組みによりみによりみによりみにより効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的にサービスをにサービスをにサービスをにサービスを提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう、予防給
付の訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護、、、、通所介護通所介護通所介護通所介護はははは、、、、総合事業総合事業総合事業総合事業にににに移行移行移行移行

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

・介護事業所による訪問型・通所
型サービス

※多様な主体による多様なサービスの
提供を推進

※総合事業のみ利用の場合は、基本
チェックリスト該当で利用可

要支援者要支援者要支援者要支援者のののの訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護、、、、通所介護通所介護通所介護通所介護のののの総合事業総合事業総合事業総合事業へのへのへのへの移行移行移行移行（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業））））

＊厚生労働省の資料を一部改変



帯広市の介護予防・日常生活支援総合事業

現現現現 行行行行

介護予防給付介護予防給付介護予防給付介護予防給付

（要支援１・２）（要支援１・２）（要支援１・２）（要支援１・２）
訪問看護・

福祉用具等

訪問介護・訪問介護・訪問介護・訪問介護・

通所介護通所介護通所介護通所介護

介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合介護予防・日常生活支援総合介護予防・日常生活支援総合介護予防・日常生活支援総合事業事業事業事業

地地地地

域域域域

支支支支

援援援援

事事事事

業業業業

※全国一律の

基準により実施

制度改正後制度改正後制度改正後制度改正後(H29(H29(H29(H29～）～）～）～）

介護予防給付介護予防給付介護予防給付介護予防給付

（要支援１・２）（要支援１・２）（要支援１・２）（要支援１・２）

※全国一律の基準

により実施

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

◆訪問型サービス

・訪問介護サービス（現行相当）

・てだすけサービス（基準緩和）

・つながりサービス（住民主体）

◆通所型サービス

・通所介護サービス（現行相当）

・ふれあいサービス（基準緩和）

一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・地域リハビリテーション活動支援事業 等

地地地地

域域域域

支支支支

援援援援

事事事事

業業業業

介介介介

護護護護

予予予予

防防防防

ケケケケ

アアアア

ママママ

ネネネネ

ジジジジ

メメメメ

ンンンン

トトトト

5



総合事業の利用対象者

介護予防・生活
支援サービス
事業の対象者

①要介護認定で「要支援１・２」と認定さ
れた人
②要介護認定を受けていない人で「基
本チェックリスト」により「事業対象者」と
判定された人

一般介護予防
事業の対象者

６５歳以上のすべての高齢者（第１号被
保険者）

6



基本チェックリスト

7

質問項目 回答

1 バスや電車で1人で外出していますか ０．はい １．いいえ 

2 日用品の買物をしていますか ０．はい １．いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ 

4 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０．はい １．いいえ 

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか ０．はい １．いいえ

8 １５分位続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ

9 この１年間に転んだことがありますか  １．はい ０．いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか  １．はい ０．いいえ 

11 ６ヶ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか  １．はい ０．いいえ 

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか  １．はい ０．いいえ 

15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ

16 週に１回以上は外出していますか ０．はい １．いいえ 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか １．はい ０．いいえ 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか １．はい ０．いいえ

21 （ここ２週間） 毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ 

22 （ここ２週間） これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １．はい ０．いいえ 

23 （ここ２週間） 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる １．はい ０．いいえ

24 （ここ２週間） 自分が役に立つ人間だとは思えない  １．はい ０．いいえ 

25 （ここ２週間） わけもなく疲れたような感じがする １．はい ０．いいえ

 【※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m） が、18.5未満の場合に計上してください】

事業対象者に該当する基準

12 ＢＭＩ＝体重（ ㎏）÷身長（ ｍ）÷身長（ ｍ）
低栄養状態

２項目該当

口腔機能の低下

２項目以上に該当

閉じこもり

 Ｎｏ.16に該当

認知機能の低下

１項目以上に該当

うつ病の可能性

２項目以上に該当

複数の項目に支障

 10項目以上に該当

運動機能の低下 ３

項目以上に該当



要介護１～５

【介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント（（（（ケアプランケアプランケアプランケアプラン））））】

サービス利用の流れ

介護給付

サービス
一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業一般介護予防事業

8

【６５歳以上の人】

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンターや帯広市役所介護保険課窓口帯広市役所介護保険課窓口帯広市役所介護保険課窓口帯広市役所介護保険課窓口に相談相談相談相談します。

要介護（支援）認定を

受けます

基本チェックリストを

受けます

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業

非該当 事業対象者 非該当

介護予防・日常生活支援総合事業

【介護予防支援介護予防支援介護予防支援介護予防支援
（（（（ケアプランケアプランケアプランケアプラン））））】】】】

要支援１・２



帯広市の
介護予防・生活支援サービス事業
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帯広市帯広市帯広市帯広市ではではではでは、、、、現行相当現行相当現行相当現行相当サービスをサービスをサービスをサービスを維持維持維持維持しししし、、、、加加加加えてえてえてえて

市独自市独自市独自市独自のののの基準緩和基準緩和基準緩和基準緩和サービスサービスサービスサービス等等等等を３を３を３を３種類種類種類種類実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

種別 サービス名 説明

訪
問

型
サ
ー

ビ
ス

現行の介護予防訪問

介護相当サービス
訪問介護サービス

訪問介護員等専門職による入浴の介助、身体整容、外出介

助等の身体介護及び生活援助を提供する。

基準緩和サービス てだすけサービス

介護予防訪問介護よりも人員などを緩和した基準により、

市が定める研修受講者等による生活援助を提供する。

（介護保険法に定められた生活援助）

住民主体サービス つながりサービス

主にサービス提供者の介護予防の視点を持ち、住民等が主

体の自主活動として行う生活支援を提供する。

（買い物代行、ゴミ出し、電球の交換、階段の掃除 等）

通
所

型
サ
ー

ビ
ス

現行の介護予防通所

介護相当サービス
通所介護サービス

必要な日常生活の世話及び機能訓練を組合せて提供し、日

常生活機能の維持又は向上を図るサービスを提供する。

（機能訓練やレクレーション等、送迎及び入浴）

基準緩和サービス ふれあいサービス

少人数を対象とし、社会参加の機会を設けることにより、

利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活機能の維持又

は向上を図るサービスを提供する。（主に機能訓練等）

帯広市の介護予防・生活支援サービス事業
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通所型サービス

サービスサービスサービスサービス名名名名 通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービス ふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービス

種別種別種別種別 現行相当現行相当現行相当現行相当サービスサービスサービスサービス 基準緩和基準緩和基準緩和基準緩和サービスサービスサービスサービス

事業主体事業主体事業主体事業主体 法人法人法人法人 法人法人法人法人、、、、団体団体団体団体、、、、個人事業者等個人事業者等個人事業者等個人事業者等

提供提供提供提供するサービスするサービスするサービスするサービス

必要必要必要必要なななな日常生活日常生活日常生活日常生活のののの世話及世話及世話及世話及びびびび機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練をををを組合組合組合組合

せてせてせてせて提供提供提供提供［［［［機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練やレクレーションやレクレーションやレクレーションやレクレーション等等等等、、、、送迎送迎送迎送迎

及及及及びびびび入浴入浴入浴入浴］（］（］（］（介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護とととと同同同同じじじじ））））

少人数少人数少人数少人数をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした、、、、社会参加社会参加社会参加社会参加のののの機会機会機会機会

（（（（主主主主にににに機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練 等等等等））））

事業所事業所事業所事業所のののの指定等指定等指定等指定等 事業者指定方式事業者指定方式事業者指定方式事業者指定方式

人員基準等人員基準等人員基準等人員基準等

管理者管理者管理者管理者：：：：常勤常勤常勤常勤・・・・専従専従専従専従１１１１以上以上以上以上

（（（（支障支障支障支障がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、同一敷地内同一敷地内同一敷地内同一敷地内のののの他事業所等他事業所等他事業所等他事業所等
のののの職務職務職務職務にににに従事可能従事可能従事可能従事可能））））

管理者管理者管理者管理者：：：：常勤常勤常勤常勤・・・・専従専従専従専従１１１１以上以上以上以上

（（（（支障支障支障支障がないがないがないがない場合場合場合場合、、、、同一敷地内同一敷地内同一敷地内同一敷地内のののの他事業所等他事業所等他事業所等他事業所等
のののの職務職務職務職務にににに従事可能従事可能従事可能従事可能））））

生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員：：：：専従専従専従専従１１１１人以上人以上人以上人以上

［［［［資格要件資格要件資格要件資格要件：：：：介護福祉士等介護福祉士等介護福祉士等介護福祉士等］］］］
―

看護職員看護職員看護職員看護職員：：：：１１１１人以上人以上人以上人以上

（（（（定員定員定員定員１０１０１０１０名以下名以下名以下名以下のののの場合場合場合場合はははは不要不要不要不要））））

［［［［資格要件資格要件資格要件資格要件：：：：看護師等看護師等看護師等看護師等］］］］

―

介護職員介護職員介護職員介護職員：：：：利用者利用者利用者利用者１５１５１５１５人人人人までまでまでまで専従専従専従専従１１１１人以上人以上人以上人以上

（（（（１５１５１５１５人以上人以上人以上人以上はははは、、、、１１１１人人人人をををを増増増増すごとに０すごとに０すごとに０すごとに０．．．．２２２２名名名名））））
介護職員介護職員介護職員介護職員：：：：専従専従専従専従１１１１人以上人以上人以上人以上

機能訓練指導員機能訓練指導員機能訓練指導員機能訓練指導員：：：：１１１１人以上人以上人以上人以上

［［［［資格要件資格要件資格要件資格要件：：：：理学療法士等理学療法士等理学療法士等理学療法士等］］］］

機能訓練指導員機能訓練指導員機能訓練指導員機能訓練指導員：：：：１１１１人以上人以上人以上人以上

（（（（兼務兼務兼務兼務をををを行行行行うううう同一事業所同一事業所同一事業所同一事業所のののの他他他他のののの職務職務職務職務にににに係係係係るるるる常常常常

勤換算上勤換算上勤換算上勤換算上もももも、、、、勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間としてとしてとしてとして算入算入算入算入することがですることがですることがですることがで
きるきるきるきる）））） ［［［［資格要件資格要件資格要件資格要件：：：：理学療法士等理学療法士等理学療法士等理学療法士等］］］］ 11



通所型サービス

通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービス ふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービス

基本報酬基本報酬基本報酬基本報酬単価単価単価単価

（（（（1111単位単位単位単位10101010円円円円））））

＊＊＊＊同一敷地内送迎減算同一敷地内送迎減算同一敷地内送迎減算同一敷地内送迎減算がががが該当該当該当該当になるになるになるになる場合場合場合場合はははは、、、、

送迎送迎送迎送迎ありのありのありのありの単価単価単価単価をををを使用使用使用使用

加算加算加算加算・・・・減算減算減算減算 現行現行現行現行のののの介護介護介護介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護とととと同同同同じじじじ体系体系体系体系 なしなしなしなし

請求請求請求請求のののの方法方法方法方法 国保連国保連国保連国保連経由経由経由経由

月額報酬

要支援1 1,647単位/月

要支援1（入浴無し） 1,447単位/月

要支援1（送迎無し） 1,271単位/月

要支援1（入浴・送迎無し） 1,071単位/月

要支援2 3,377単位/月

要支援2（入浴無し） 2,977単位/月

要支援2（送迎無し） 2,625単位/月

要支援2（入浴・送迎無し） 2,225単位/月

12

月額報酬

要支援1 750単位/月

要支援2 1,547単位/月

入浴加算 50単位/回

送迎加算 47単位/回



通所型サービス

通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービス ふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービス

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供
のののの頻度頻度頻度頻度

ケアプランにケアプランにケアプランにケアプランに基基基基づくづくづくづく利用利用利用利用、、、、週週週週１１１１～～～～２２２２回回回回程度程度程度程度

個別個別個別個別サービスサービスサービスサービス
計画計画計画計画

作成作成作成作成

ケアプランケアプランケアプランケアプラン 介護予防支援又介護予防支援又介護予防支援又介護予防支援又はははは介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント（（（（総合事業総合事業総合事業総合事業のサービスのみのサービスのみのサービスのみのサービスのみ利用利用利用利用））））

サービスサービスサービスサービス担当担当担当担当
者会議者会議者会議者会議へのへのへのへの連連連連
携携携携

ありありありあり

利用利用利用利用者負担者負担者負担者負担 １１１１割又割又割又割又は２は２は２は２割割割割（（（（基準基準基準基準はははは、、、、現行介護保険制度現行介護保険制度現行介護保険制度現行介護保険制度とととと同様同様同様同様））））

限度額管理限度額管理限度額管理限度額管理のののの
有無有無有無有無

ありありありあり

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供
者者者者（（（（想定想定想定想定））））

既存既存既存既存のののの介護予防通所介護事業所等介護予防通所介護事業所等介護予防通所介護事業所等介護予防通所介護事業所等 整骨院等整骨院等整骨院等整骨院等
13



支給限度額・利用者負担割合

支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額（（（（１か１か１か１か月月月月））））

事業対象者事業対象者事業対象者事業対象者

５５５５，，，，００３００３００３００３単位単位単位単位／／／／月月月月

要支援要支援要支援要支援１１１１

要支援要支援要支援要支援２２２２ １０１０１０１０，，，，４７３４７３４７３４７３単位単位単位単位／／／／月月月月

14

○○○○利用者負担割合利用者負担割合利用者負担割合利用者負担割合はははは、、、、給付給付給付給付とととと同同同同じじじじとするとするとするとする。。。。

１１１１割負担割負担割負担割負担、、、、又又又又は２は２は２は２割負担割負担割負担割負担（（（（一定以上所得者一定以上所得者一定以上所得者一定以上所得者））））



サービス提供事業所が実施すること
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サービス提供の流れ①
地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター
（（（（介護予防支援事業所介護予防支援事業所介護予防支援事業所介護予防支援事業所））））

サービスサービスサービスサービス提供事業者提供事業者提供事業者提供事業者

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
提
供
前
月

提
供
前
月

提
供
前
月

提
供
前
月

１１１１ 利用申込利用申込利用申込利用申込みみみみ受付受付受付受付・・・・契約締結契約締結契約締結契約締結

２２２２ 情報収集情報収集情報収集情報収集

３３３３ アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント

４４４４ 介護予防介護予防介護予防介護予防サービス・サービス・サービス・サービス・支援計画原案支援計画原案支援計画原案支援計画原案のののの作成作成作成作成

５５５５

サービスサービスサービスサービス担当者会議担当者会議担当者会議担当者会議のののの開催開催開催開催
１１１１））））介護予防介護予防介護予防介護予防サービス・サービス・サービス・サービス・支援計画書支援計画書支援計画書支援計画書のののの目標目標目標目標をををを共共共共
通通通通にににに認識認識認識認識
２２２２））））必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ、、、、修正修正修正修正

３３３３））））介護予防介護予防介護予防介護予防サービス・サービス・サービス・サービス・支援計画原案支援計画原案支援計画原案支援計画原案のののの最終決最終決最終決最終決
定定定定

サービスサービスサービスサービス担当者会議担当者会議担当者会議担当者会議へのへのへのへの参加参加参加参加①①①①

６６６６
介護予防介護予防介護予防介護予防サービス・サービス・サービス・サービス・支援計画支援計画支援計画支援計画のののの決定決定決定決定
（（（（サービスサービスサービスサービス提供事業者提供事業者提供事業者提供事業者へへへへ計画書計画書計画書計画書をををを交付交付交付交付））））
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サービス提供の流れ②

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター
（（（（介護予防支援事業所介護予防支援事業所介護予防支援事業所介護予防支援事業所））））

サービスサービスサービスサービス提供事業者提供事業者提供事業者提供事業者

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
利
用
月

利
用
月

利
用
月

利
用
月

７７７７ 介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供②②②②

８８８８ モニタリング③モニタリング③モニタリング③モニタリング③

９９９９ サービスサービスサービスサービス提供事業者提供事業者提供事業者提供事業者からのからのからのからの報告確認報告確認報告確認報告確認

１０１０１０１０ 利用者利用者利用者利用者のののの状況把握状況把握状況把握状況把握

１１１１１１１１ サービスサービスサービスサービス提供実績提供実績提供実績提供実績のののの報告報告報告報告④④④④

１２１２１２１２ 給付管理業務給付管理業務給付管理業務給付管理業務 給付管理業務給付管理業務給付管理業務給付管理業務⑤⑤⑤⑤

評
価
月

評
価
月

評
価
月

評
価
月

１３１３１３１３ 介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供

１４１４１４１４ 事後事後事後事後アセスメント⑥アセスメント⑥アセスメント⑥アセスメント⑥

１５１５１５１５ 効果効果効果効果のののの評価評価評価評価⑦⑦⑦⑦

１６１６１６１６

評価評価評価評価
１１１１））））サービスサービスサービスサービス提供事業者提供事業者提供事業者提供事業者がががが行行行行ったったったった評価評価評価評価のののの把握把握把握把握
２２２２））））利用者利用者利用者利用者のののの目標達成状況目標達成状況目標達成状況目標達成状況のののの評価評価評価評価
３３３３））））今後今後今後今後のののの方針方針方針方針のののの決定決定決定決定

１７１７１７１７ サービスサービスサービスサービス提供実績提供実績提供実績提供実績のののの報告報告報告報告

１８１８１８１８ 給付管理業務給付管理業務給付管理業務給付管理業務 給付管理業務給付管理業務給付管理業務給付管理業務
17



項目項目項目項目 詳細詳細詳細詳細

①①①① サービスサービスサービスサービス担当者会議担当者会議担当者会議担当者会議へのへのへのへの
参加参加参加参加

１１１１））））事前事前事前事前アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント
・・・・利用者宅利用者宅利用者宅利用者宅をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、面接面接面接面接・アセスメントを・アセスメントを・アセスメントを・アセスメントを実施実施実施実施

・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画にににに基基基基づいたづいたづいたづいた個別個別個別個別サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画
（（（（内容内容内容内容・・・・頻度等頻度等頻度等頻度等））））のののの作成作成作成作成
・・・・利用者利用者利用者利用者・・・・家族家族家族家族へへへへ個別個別個別個別サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画のののの交付交付交付交付・・・・説明説明説明説明・・・・同意同意同意同意

②②②② 介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供 個別個別個別個別サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画にににに基基基基づいたサービスのづいたサービスのづいたサービスのづいたサービスの提供提供提供提供

③③③③ モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング １１１１））））実施状況実施状況実施状況実施状況のモニタリング・のモニタリング・のモニタリング・のモニタリング・記録記録記録記録（（（（サービスサービスサービスサービス提供状況提供状況提供状況提供状況のののの
経過記録経過記録経過記録経過記録））））
２２２２））））地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター等等等等へサービスへサービスへサービスへサービス実施状況実施状況実施状況実施状況をををを報告報告報告報告

④④④④ サービスサービスサービスサービス提供実績提供実績提供実績提供実績のののの報告報告報告報告 毎月毎月毎月毎月、、、、利用者利用者利用者利用者ごとのサービスごとのサービスごとのサービスごとのサービス提供実績提供実績提供実績提供実績をををを、、、、地域包括支地域包括支地域包括支地域包括支
援援援援センターへセンターへセンターへセンターへ月末締月末締月末締月末締めでめでめでめで、、、、翌月初翌月初翌月初翌月初めにめにめにめに送付送付送付送付

⑤⑤⑤⑤ 給付管理業務給付管理業務給付管理業務給付管理業務 １１１１））））総合事業費明細書総合事業費明細書総合事業費明細書総合事業費明細書・・・・総合事業費請求書総合事業費請求書総合事業費請求書総合事業費請求書をををを作成作成作成作成
２２２２））））翌月翌月翌月翌月１０１０１０１０日日日日までにまでにまでにまでに国保連国保連国保連国保連にににに伝送又伝送又伝送又伝送又はははは磁気媒体磁気媒体磁気媒体磁気媒体でででで提出提出提出提出

⑥⑥⑥⑥ 事後事後事後事後アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント 個別個別個別個別サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画にににに基基基基づくづくづくづく目標達成状況目標達成状況目標達成状況目標達成状況のののの評価評価評価評価

⑦⑦⑦⑦ 効果効果効果効果のののの評価評価評価評価 評価評価評価評価をををを地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターへセンターへセンターへセンターへ報告報告報告報告
18

サービス提供の流れ～詳細（運営基準参照）
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計画作成氏名 作成 年 月 日

年 月 日

長

期

短

期

援助内容 個別援助内容

自宅発

事業所着

（予定時間） （サービス提供内容）

～

健康チェックほか

程度

～

入浴・整容

程度

～

リハビリ体操

程度

～

昼食

程度

～

口腔ケア等

程度

～

レクリエーション

程度

～

おやつ

程度

～

帰りの会

程度

サービス提供終了

（サービス提供終了）

時間

事業所発

自宅着

報酬算定区分

　通所介護計画（介護予防通所介護計画）について説明を受け、内容に同意し、交付を受けました。

年 月 日

氏名 印

氏名

：

プログラム（日課）

10:00

：

9:30

サービス利用上

15:30

14:30

13:00

12:45

迎え

の留意事項

有効期間

サービスの提供を行う期間

居宅（介護予防）サービス計画

電 話

留意事項

（介護予防）通所介護計画（長期・短期目標等）

　年　月　日　～　年　月　日

要介護度

要支援度

男　・　女 生年月日

　年　月　日　～　年　月　日

木 日月 火

項目 内容

土

通所介護（介護予防通所介護）計画書

利用者及び

事業所名

氏 名

住 所

家族の意向

利用日

合計所要時間

水 金

送り

説明者

各プログラムの

所要予定時間

0:30

1:00

0:30

0:30

11:30

11:00

1:00

6:30

16:00

：

1:15

0:15

1:30

利用者同意欄

：

3-5時間 ・ 5-7時間 ・ 7-9時間

（参考様式）

個別サービス計画（例）
サービスの実施状況及び目標の達成状況

評価

　上記のサービスの実施状況及び目標の達成状況並びに評価内容について説明をしました。

年 月 日

氏名説明者

様式様式様式様式にににに決決決決まりはありませんまりはありませんまりはありませんまりはありません。。。。



サービス提供経過記録（例）
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利用者氏名 計画作成者氏名

年 月 日 内 容 年 月 日 内 容



必要となる事務等について
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総合事業を開始するための指定手続きについて

・・・・指定申請受付期間指定申請受付期間指定申請受付期間指定申請受付期間についてについてについてについて
平成２９年１月１６日から申請受付を開始します。

指定申請書提出後の流れ・スケジュール等については、帯広市ホームページ

にて掲載します。

・・・・提出提出提出提出書類書類書類書類にににについてついてついてついて（※事業者指定方式事業）
介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定申請と同程度とする予定です。

※指定申請に係る様式については、帯広市ホームページにて掲載します。

（平成２９年１月上旬予定）
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指定申請書（第１号様式） 付表（サービス事業ごとに異なります）

定款、登記事項証明書又は条例等 勤務体制及び勤務形態一覧表

事業所管理者の経歴書 事業所の平面図

運営規程 当該申請に係る資産の状況

誓約書（基準該当・暴力団排除） 役員及び管理者名簿

資格を証する書類 雇用契約書

苦情を処理するために講ずる措置の概要 給付費算定に係る体制等に関する届出書



総合事業総合事業総合事業総合事業のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり必要必要必要必要となるとなるとなるとなること①こと①こと①こと①

作成・変更等が必要なもの

運営運営運営運営規程規程規程規程、、、、契約書契約書契約書契約書、、、、重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書、、、、料金表料金表料金表料金表 等等等等

・運営規程については、事業者が当該事業を開始する時期（みなし指定

事業所については、平成２９年４月１日）までに作成・変更してください。

・契約書、重要事項説明書、料金表等、利用者個人と取り交わすものにつ

いては、当該利用者が総合事業のサービスを開始するときに合わせて作

成・変更してください。

・総合事業は市町村ごとに実施するため、他市の被保険者にサービスを

提供する場合は、当該他市の状況を確認してください。

・市によってサービス名称、事業内容、報酬単価が異なる場合がある

ので、運営規程等を作成する際は注意が必要となります。
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・運営規程

介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業を実施する場合、運営規程の作

成が必要です。なお、既存の訪問介護又は通所介護等の運営規程を変更した

場合は、別途介護保険事業指定権者への変更届が必要です。

【 運営規程に記載する場合のサービス名称の例 】

「介護保険法に規定する第一号訪問事業」

「介護保険法に規定する第一号通所事業」

又は

「介護予防訪問型相当サービス」

「介護予防訪問型生活援助サービス」

「介護予防訪問型住民主体サービス」

「介護予防通所型相当サービス」

「介護予防通所型社会参加サービス」
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総合事業総合事業総合事業総合事業のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり必要必要必要必要となるとなるとなるとなること②こと②こと②こと②

この名称には、基準を緩和した

サービスも含まれます。

帯広市独自の総合事業サービス

名称です。



・契約書および重要事項説明書

新たに作成し取り交わす方法のほか、変更点等を記載した書類

を作成して、双方で確認（押印等）する方法なども考えられます。

【サービス名称の例・・・運営規程（前頁）を参照】

・料金表

契約書や重要事項説明書に記載のある料金表のほか、事業所内に

掲示している料金表がある場合など、料金表の変更等が必要となります。
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総合事業総合事業総合事業総合事業のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり必要必要必要必要となることとなることとなることとなること③③③③



総合事業総合事業総合事業総合事業のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり必要必要必要必要となるとなるとなるとなること④こと④こと④こと④

・定款
介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業を実施する場合、定款に事業名

の追加等が必要となる場合がありますので、関係機関にご確認ください。

なお、定款に総合事業に関する事業名の追加等をした場合の介護保険法に

基づく変更届は不要です。

・その他
例えば個人情報に関する同意書などにサービス名称がある場合など、新たに

作成が必要になる場合などがあります。

・国保連請求ソフト
介護予防・日常生活支援総合事業に対応したバージョンなどに対応したもの

を導入する必要があります。

請求ソフトのメーカーにご確認ください。

26



総合事業総合事業総合事業総合事業のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり必要必要必要必要となるとなるとなるとなること⑤こと⑤こと⑤こと⑤

・帯広市総合事業サービスコード
サービスコード表及び単位数マスタを、１月上旬に帯広市ホームページにて

公開します。国保連請求ソフトに取り込む等など設定が必要になります。
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（例）



今後のスケジュール

・１２月中 帯広市ホームページに総合事業内容、

説明会資料等を掲載

・１２月中旬 市外介護予防訪問介護事業所、

市外介護予防通所介護事業所説明会

・１２月中旬 居宅介護支援事業所、

地域包括支援センター説明会

・平成２９年１月上旬 様式等帯広市ホームページに掲載

・平成２９年１月１６日 指定、登録申請受付開始

・平成２９年１月下旬～ 市民向け地域説明会開催
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