
介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）の実施について

沖縄県介護保険広域連合

○ 沖縄県介護保険広域連合の構成市町村

して、これらの市町村に事業所を設置して、
地域密着型通所介護等の地域密着型
サービス、総合事業による指定介護
予防訪問・通所サービスを実施する
場合、広域連合が定めた基準を遵守
する必要があります。
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１ 新しい地域支援事業への改正
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1 新しい地域支援事業への改正
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• 平成26年介護保険法改正により地域支援事業の
見直しが行われ、市町村は平成30年3月31日ま
でに新たな地域支援事業の仕組みへの移行を完了
することになっています。

• 予防給付から訪問介護と通所介護が移行してくる
などによる「新しい総合事業」が実施されます。

• 沖縄県介護保険広域連合(以下「広域連合」とい
う。)は、平成28年4月1日から全構成市町村に
て総合事業を実施します。

• 広域連合の構成市町村では、窓口での相談から基
本チェックリストの実施を経てサービス提供につ
なげる仕組みが導入されます。



1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 地域包括ケアシステムの構築

● 平成３７年（２０２５年）に向け、単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されるなか、介護が

必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、市町村が中心となって、介護だけではな

く、医療や予防、生活支援、住まいを包括的に提供することを目的としている（地域包括ケアシステム）。

● 目標となる年が平成３７年になるため、移行時期が遅れる分だけ対策をとることが遅れることから、広域連合としては平成

２８年４月から（北中城村では平成27年12月から既に実施済み。）介護予防・日常生活支援総合事業をスタートする。

総合事業で強化
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1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 平成26年介護保険法改正による地域支援事業の見直し
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1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 新しい総合事業の構成
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1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 相談から介護予防ケアマネジメントを経てサービスを利用

① 相談

被保険者は窓口（各市町村の地域包括支援センター）に相談。

② 聴取り

●被保険者に対して、相談の目的や必要と考えているサービスを聴き取る。

●窓口担当者は、サービス事業、要介護認定等の申請、一般介護予防事業について説明を行う。

⇒ 明らかに要介護認定が必要な場合や介護給付・予防給付によるサービスを希望している場合等は、要介護認定の申

請の手続につなげます。また、一般介護予防事業の利用のみ希望する場合は、それらのサービスにつなげます。

③ 総合事業の説明

総合事業に関しては、その目的や内容、メニュー、手続等のほか、次の事項についても説明する。

●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て基本チェックリストを用いて事業対象者と

し、迅速なサービスの利用が可能であること。

●事業対象者となった後や、サービス事業によるサービスを利用し始めた後も、必要な時は要介護認定等の申請が可能で

あること。

⇒ 第2号被保険者の場合は、特定疾病に起因して要介護状態となることがサービスを受ける前提となるため、基本チ

ェックリストを実施するのではなく、要介護認定等申請を行います。

●利用したいサービスを確認し、必要に応じて地域包括支援センター等で介護予防ケアマネジメントを実施すること。

④ 申請書の手続

サービスを利用するにあたって、申請書を記入してもらう。

●サービス事業の利用ための手続は、原則、被保険者本人が直接窓口に出向いて行う。ただし、本人が来所できない（入

院中、相談窓口が遠い、外出に支障がある等）場合は、家族の来所による相談に基づき、本人の状況や相談の目的等を

聴き取る。

⇒ ３月に認定が切れる利用者や３月に新規で申請する被保険者の申請については、利用するサービスによって申請書

を提出します。
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1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 相談から介護予防ケアマネジメントを経てサービスを利用

⑥ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書提出

●事業対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書を地域包括支援センターに提出する。

⇒ 家族等の代行による提出も可能です。

⑦ 被保険者証及び介護保険負担割合証の発行

地域包括支援センターは被保険者証及び介護保険負担割合証を発行し、事業対象者に送付する。

⑧ ケアプラン（案）作成、サービス担当者会議、サービスの案内

地域包括支援センター等は、事業対象者のケアプラン（案）の作成、サービス担当者会議の開催、サービスの案内等を行う。

⑨ ケアプランへの同意

事業対象者は、ケアプランの内容に同意し、契約を締結する。

サービスの利用開始
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●サービス事業対象者であるか確認するため、「基本チェックリスト」に基づき、質問事項の主旨を説明しながら、本人

等に聴き取る。

●ケアプラン作成の資料として、アセスメント（興味・関心チェックシート、介護予防アセスメントシート）を作成する。

●地域包括支援センター(地域ケア会議等)でサービス内容の検討を行う(※構成市町村により決定方法が異なる場合がある。)。

⑤ 基本チェックリストの実施及びアセスメントの作成等



1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 相談から介護予防ケアマネジメントを経てサービスを利用

●訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護・福祉用具貸与等）は、引き続き介護予防給付による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（一部委託可）に基づき、総合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）を組み合わせることができる。

●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て「介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者」とし、迅速なサービスの利用が可能となる（基本チェックリストで判断）。

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定申請を行う。
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1 新しい地域支援事業への改正 ＞ サービスの有効期限

● 原則としてチェックリストで決定した総合事業のみを利用している事業対象者には、有効期限の考え方はありません。

一般高齢者 → 事業対象者 基本チェックリスト実施日から事業対象者

要支援者 → 事業対象者 基本チェックリスト実施日又は要支援認定有効期間満了日の翌日から事業対象者

事業対象者 → 要支援者 事業対象者終了日＝要介護認定前日まで事業対象者

要介護認定者 → 事業対象者 要介護認定終了日の翌日＝事業対象者開始日から

● ただし、市町村によっては、必要に応じて有効期限を設ける場合があり得る。その際は、必ず当該市町村に対し、有効

期限を確認する方法をあらかじめ確認してください。



1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 住所地特例対象者①

○ 住所地特例対象者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントは、平成２７年４月以降、施設所在市町村の包括

支援センター（介護予防支援事業者）が行う。

① 総合事業のみを利用する場合 ② 介護予防給付のみを利用する場合 ③ 総合事業と介護予防給付を併用する

場合 のいずれであっても、施設所在市町村の地域包括支援センター（介護予防支援事業者）が介護予防ケアマネジメント

又は介護予防支援を実施することになるため、平成２７年４月までに保険者市町村と施設所在市町村との間で変更に伴う引

継ぎ等を済ませておく必要がある。

サービス名 改正前 平成２７年４月～
（参考）総合事業の実施
を猶予する市町村の場合

介護予防ケアマネジメント
（旧制度：包括的支援事業）

保険者市町村 － 施設所在市町村

介護予防ケアマネジメント
（新制度：総合事業）

－
施設所在市町村

－

介護予防支援
保険者市町村 施設所在市町村 施設所在市町村

引継ぎ等は、利用者に趣旨を説明した上で、転出入等による異動で保険者変更を伴う場合の対応を同様に求められるも

のであって、この際、利用者との契約についても、施設所在市町村の地域包括支援センターとの契約(図中③)が必要とな

る。

保険者市町村(A市)

①A市の住所地特例対象
者の情報提供

A市地域包括支援センター

被保険者

B市地域包括支援センター

施設所在地市町村(B市)

住所地特例対象施設

被保険者
（要支援/事業対象者）

転 居

②引継ぎ

③契約

④介護予防サービス計画
作成の届出と被保険者証

⑥介護予防サービス計画作成
の届出と被保険者証（写し）

⑤介護予防支援（介護予防ケ
アマネジメント）
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広域連合市町村間においても同様の取扱いが生じます。



1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 住所地特例対象者②

保険者市町村（他市）

住所地特例対象者の情報提供

他市地域包括支援センター

他市被保険者

A市地域包括支援センター

A市（施設所在市町村）

住所地特例対象施設

他市被保険者
（要支援/事業対象者）

転 居

引継ぎ

②契約

③介護予防サービス計画
作成の届出と被保険者証

⑤介護予防サービス計画作成
の届出と被保険者証（写し）

④介護予防ケアマネジメント

（１） A市に住所地特例対象者が転入し、総合事業のサービスをチェックリストを受けて利用する場合

① 他市被保険者は、A市地域包括支援センターの窓口に相談し、チェックリストを受ける。

② 他市被保険者とA市地域包括支援センターの間で契約を結ぶ。

③ 他市被保険者は、介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書を被保険者証に添付してA市に届出する。

④ A市地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを行う。

⑤ A市は、他市被保険者から提出された介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書及び被保険者証を保険者市町村（他

市）に送付する。

⑥ 保険者市町村（他市）は、⑤の介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書（写し）をもとに、被保険者証に必要事項

を記載して他市被保険者へ郵送する。

⑦ 保険者市町村（他市）は、所在する都道府県の国保連に事業対象者であること、住所地特例項目及び地域包括支援セ

ンターの情報を設定した受給者異動連絡表を送付する。

国保連

①相談

⑥被保険者証に必要事項
を記載して郵送

⑦受給者異動連絡表の送付
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広域連合市町村間においても同様の取扱いが生じます。



1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 住所地特例対象者③

保険者市町村（他市）

住所地特例対象者の情報提供

他市地域包括支援センター

他市被保険者

A市地域包括支援センター

A市（施設所在市町村）

住所地特例対象施設

他市被保険者
（要支援/事業対象者）

転 居

引継ぎ

③契約

④介護予防サービス計画
作成届出書又は介護予防
ケアマネジメント作成依
頼届出書と被保険者証

⑥介護予防サービス計画作
成の届出又は介護予防ケ
アマネジメント作成の届
出と被保険者証（写し）

⑤介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント

（２） A市に住所地特例対象者が転入し、総合事業のサービスを要支援の認定を受けて利用する場合

① 他市被保険者は、保険者市町村に対して要支援認定の申請を行う。

② 保険者市町村は、認定の結果、被保険者証を発行する。

③ 他市被保険者とA市地域包括支援センターの間で契約を結ぶ。

④ 他市被保険者は、介護予防サービス計画作成の届出書又は介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書を被保険者証に添付して他

市に届出する。

⑤ A市地域包括支援センターは、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う。

⑥ A市は、他市被保険者から提出された介護予防サービス計画作成の届出又は介護予防ケアマネジメント作成の届出及び被保険者

証を保険者市町村（他市）に送付する。

⑦ 保険者市町村（他市）は、⑥の介護予防サービス計画作成の届出又は介護予防ケアマネジメント作成の届出をもとに、被保険者

証に必要事項を記載して他市被保険者へ郵送する。

⑧ 保険者市町村（他市）は、所在する都道府県の国保連に事業対象者であること、住所地特例項目及び地域包括支援センターの情

報を設定した受給者異動連絡表を送付する。

国保連

⑦被保険者証に必要事項
を記載して郵送

⑧受給者異動連絡表の送付

①介護認定の申請

②被保険者証発行
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広域連合市町村間においても同様の取扱いが生じます。



1 新しい地域支援事業への改正 ＞ 住所地特例対象者④

● 留意事項

総合事業は、平成２９年３月末まで、市町村ごとに事業実施の猶予を認めることとしていることから、住所地特例対象者に
おいては、保険者市町村と施設所在市町村で、受けることができるサービス異なることがある。

その場合においては、住所地特例対象者が円滑にサービスを利用することができるよう下表のとおり施設所在市町村の状況
に合わせて、住所地特例対象者はサービスを利用できることとする。

保険者市町村の状況 施設所在市町村の状況 住所地特例対象者が住所地で利用できるサービス

パターン１ 予防給付 予防給付 予防給付

パターン２ 予防給付 総合事業 総合事業

パターン３ 総合事業 予防給付 予防給付

パターン４ 総合事業 総合事業 総合事業

なお、表のパターン２の場合は、国保連合会から、総合事業を実施していない保険者市町村に対して、総合事業費の請求が
行われることになるが、国保連合会に対して支払を行えるように適切に措置すること。また、パターン３の場合には、国保連
合会から、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を終了している保険者市町村に対して、介護予防訪問介護及び介護予防通
所介護の請求が行われる場合があるが、パターン２と同様に、国保連合会に対して支払を行えるように適切に措置すること。
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広域連合

広域連合

広域連合



２ 広域連合における総合事業への移行
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2 広域連合における総合事業への移行 ＞ 広域連合における総合事業の移行時事業メニューについて

Ⅰ．旧来の介護予防訪問介護・通所介護相当サービス 【広域連合が指定】

●旧介護予防給付に相当するサービスで介護事業所が実施主体。
●介護職員初任者研修を終了した介護事業所従業者が身体介護と生活援助を提供。
●基準、サービス内容については、旧予防給付と同等。
●広域連合による指定の方法により実施。

Ⅱ．訪問・通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 【構成市町村が直営又は委託】

Ⅲ．訪問・通所型サービスB（住民主体による支援） 【構成市町村が委託又は補助】
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訪問型・通所型サービス

●旧介護予防給付の基準をさらに緩和したサービスで住民主体の取組み。
●住民ボランティア等が生活援助（掃除・炊事等の家事援助）を提供。
●基準、サービス内容について旧介護予防給付をより緩和。費用もより廉価に設定。
●市町村の委託又は補助の方法により実施。

Ⅳ．訪問・通所型サービスC（短期集中予防サービス） 【構成市町村が直営、委託又は補助】

●基準、サービス内容について旧介護予防給付より緩和。費用もより廉価に設定。
●当面の間、広域連合による指定は行わず、市町村の直営又は委託事業として実施。

●旧二次予防対象者向け介護予防事業に相当するサービス
●専門職（保健師、PT、OT等）により3カ月程度の期間で機能訓練を行う。
●市町村の直営、委託又は補助の方法により実施。

拡充分

拡充分

介護予防ケアマネジメント その他の生活支援サービス

一般介護予防事業

●市町村の直営、委託又は補助の方法により実施。

●従来の二次予防対象者、一次予防対象者の区別をなくし、
一体として介護予防事業を行う。

●介護予防支援に相当するサービスで、地域包括支援セン
ターが実施。

●要件を緩和したサービス（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄB、C）を設け、費
用額の抑制、地域包括支援センターから居宅介護支援事
業所への再委託の促進を図る。



2 広域連合における総合事業への移行 ＞ 総合事業への移行について

広域連合の総合事業への移行時期は平成２８年４月１日

●猶予期間を設けず、一斉に移行する。
⇒ ４月1日以降、全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、それぞれ訪問型サービス及び通所型サービスに
移行。

●既に介護予防訪問介護の給付サービスを利用している方についても、各利用者の認定期限に関わらず、平成28年4月に
一斉移行。
⇒ 平成28年3月に介護予防訪問介護の給付サービスを利用している方が、介護予防ケアマネジメントの結果、4月の
サービス利用に関しプラン変更がない場合、4月からは総合事業の介護予防訪問介護相当サービスとして提供。

⇒ 4月分の報酬から、給付サービスではなく、総合事業の介護予防・生活支援サービスのサービスコードで請求。
⇒ 「介護予防訪問介護相当サービス」及び「介護予防通所介護相当サービス」の報酬については、従来どおり国保連を
経由して請求できる。

新たなサービスA～Cについては、各市町村が委託等にて実施
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●緩和した基準によるサービス（A）、住民主体による支援（B）、短期集中予防サービス（C）による新たなサービスは、
各構成市町村が必要に応じて個別に委託等にて実施。
⇒ 全てのサービスを市町村が実施するわけではないことに留意する。

旧来の介護予防訪問・通所介護と同じサービスを総合事業においても実施

●総合事業においても、旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同一の指定基準による訪問型サービス、通所型
サービスを実施する。

●旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当する「介護予防訪問介護相当サービス」及び「介護予防通所介護相
当サービス」は、広域連合が事業所を指定して実施する。

給付サービス 広域連合におけるサービス名称

旧来の介護予防訪問介護 （介護予防）訪問介護相当サービス

旧来の介護予防通所介護 （介護予防）通所介護相当サービス



2 広域連合における総合事業への移行 ＞ （介護予防）訪問・通所介護相当サービスについて ①

事業所指定基準は旧介護予防訪問・通所介護と同一

●厚生労働省令に規定のあった旧介護予防訪問介護と同一の内容を総合事業のサービスとして規定する。
⇒ したがって、事業所の指定基準（人員基準、設備基準、運営基準）は、旧介護予防訪問・通所介護と同一となる。

●請求方法も国保連経由であることは変わらず。
⇒ ただし、請求コードは、総合事業専用のものが用意される。

事業所指定については、「みなし指定の制度」を活用。既存事業所は新規指定申請不用。
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●みなし指定とは、平成27年3月31日時点で有効な指定を持つ指定介護予防訪問・通所介護事業所に対し、総合事業にお
ける旧介護予防訪問介護と同一の内容のサービスを提供する事業所として、全国の市町村が平成27年4月1日に指定した
とみなすもの。（医療確保推進法附則第13条）

●これらの事業所にあっては、指定手続が済んでいるとされるので、新規の指定申請手続は不要。

事業所種別 （介護予防）訪問・通所介護相当サービス
＝国基準（予防給付）相当サービス

平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護の指定
を受けている事業所 A1
平成27年3月31日時点で介護予防通所介護の指定
を受けている事業所 A5
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定
を受けている事業所 A2
平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の指定
を受けている事業所 A6

※ 詳細は、別添のサービスコード表を参照

・・・ただし、留意点がある。⇒ 次のスライド



2 広域連合における総合事業への移行 ＞ （介護予防）訪問・通所介護相当サービスについて ②

みなし指定の留意点

●平成27年3月31日時点において有効な介護予防訪問介護等の指定を有してない事業所（≒平成27年4月1日以降の新規
指定事業所）には、みなし指定の効力は及ばない。

●これに該当する事業所が総合事業を実施する場合（≒引き続き介護予防訪問・通所介護相当サービスを提供する場合）は、
総合事業のサービス事業所として新規指定を受ける必要がある。

⇒ 広域連合圏内にて平成27年4月1日以降に沖縄県から指定を受けた該当事業所（平成27年10月1日時点）
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●みなし指定は、総合事業サービス事業所としての新規指定の手続を「手続済」とみなすもの。
●したがって、指定の有効期間終了前には更新の手続が必要。

●みなし指定による指定の有効期間は、平成27年4月から平成30年3月末日まで

H27.4.1以降の新規指定介護予防訪問介護事業所には、みなし指定の効力は適用されない

事業所番号 サービス種類 事業所名 指定年月日 事業所所在市町村

訪
問
４

4771800069 介護予防
訪問介護

ヘルパーステーション信愛の丘 平成27年 8月1日 金武町

4772300135 訪問介護事業所かたちゅむり 4月1日 嘉手納町

4773600350 訪問介護事業所ことぶき 9月1日 南風原町

4775800073 ヘルパー処志士 7月1日 久米島町

通
所
７

4772200434 介護予防
通所介護

楚辺リハビリ・デイサービスセンター 7月1日 読谷村

4772400257 リハビリ特化型デイサービス リハビックス北谷店 4月1日 北谷町

4773400249 デイサービスセンター オリーブ中島 5月1日 与那原町

4775400577 デイサービスセンターよね 9月1日 豊見城市

4775600291 リハビリ特化型デイサービス カラダラボ南城船越 4月1日 南城市

4775600309 しらゆりの園デイサービスちねん 5月1日 南城市

4775700125 デイサービスセンター花庭 8月1日 八重瀬町

みなし指定の有効期間終了前に指定の更新申請が必要



2 広域連合における総合事業への移行 ＞ （介護予防）訪問・通所介護相当サービスについて ③

単価は、月額包括報酬から、1回当たりの単価設定に変更

●介護予防訪問・通所介護(給付サービス)では、月額包括報酬(定額制)とされている。
●一方、広域連合の総合事業として「(介護予防)訪問・通所介護相当サービス」を実施するに当たっては、「サービスの利
用実績に応じた報酬設定」及び「多様なサービスとの併用」の観点から、1回当たりの単価設定による報酬を用いる。
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区 分 給付サービス
（これまで）

(介護予防)訪問・通所介護サービス
（平成２８年４月提供分～）

訪 問 〇月額包括報酬

週1回程度 1,168単位／月

週2回程度 2,335単位／月

週2回超 3,704単位／月

※週2回超は、要支援２の認定者のみ

〇１回当たりの報酬単価を設定

週１回程度 266単位／回
月４回超の場合 1,168単位／月

週２回程度 270単位／回
月８回超の場合 2,335単位／月

週２回超 285単位／回
月１２回超の場合 3,704単位／月

※週2回超は、要支援２の認定者と事業対象者のみ

通 所 〇月額包括報酬

要支援１ 1,647単位／月

要支援２ 3,377単位／月

〇１回当たりの報酬単価を設定

要支援１・事業対象者（週1回程度）
378単位／回

月４回超の場合 1,647単位／月

要支援２・事業対象者（週２回程度）
389単位／回

月８回超の場合 3,377単位／月



2 広域連合における総合事業への移行 ＞ （介護予防）訪問・通所介護相当サービスについて ④

報酬算定の例

21

区 分 報酬算定の例

訪 問 （例１）週に1回程度の利用者に対し、1か月に4回サービスを提供した。
⇒ 266単位×４回＝1,064単位 （≠1,168単位／月）

（例２）週に1回程度の利用者に対し、１か月に5回サービスを提供した。
⇒ 1,168単位 （≠266単位×5回＝1,330単位）

（例３）週に２回程度の利用者に対し、１か月に8回サービスを提供した。
⇒ 270単位×8回＝2,160単位 （≠2,335単位／月）

（例４）週に２回程度の利用者に対し、1か月に9回サービスを提供した。
⇒ 2,335単位 （≠270単位×9回＝2,430単位）

（例５）週に2回程度の利用者で、1か月に9回サービスを提供予定であったが、体調不良により1か月に3回の提供となった。
⇒ 270単位×3回＝810単位 （≠提供予定の単価）

通 所 （例１）要支援１の利用者に対し、1か月に4回サービスを提供した。
⇒ 378単位×4回＝1,512単位 （≠1,647単位／月）

（例２）要支援１の利用者に対し、1か月に5回サービスを提供した。
⇒ 1,647単位 （≠378単位×5回＝1,890単位）

（例３）要支援２の利用者に対し、1か月に8回サービスを提供した。
⇒ 389単位×8回＝3,112単位 （≠3,377単位／月）

（例４）要支援２の利用者に対し、1か月に9回サービスを提供した。
⇒ 3,377単位 （≠389単位×9回＝3,501単位）

（例５）要支援２の利用者で、1か月に9回サービスを提供予定であったが、体調不良により1か月に3回の提供となった。
⇒ 389単位×3回 （≠提供予定の単価）



2 広域連合における総合事業への移行 ＞ （介護予防）訪問・通所介護相当サービスについて ⑤

(介護予防)訪問介護相当サービス (介護予防)通所介護相当サービス

サービス内容 ●訪問介護員による身体介護、生活援助 ●介護予防通所介護(給付サービス)と同様のサービス

対象者と
サービス提
供の考え方

●すでにサービスを利用しているケースで、サービスの利用の
継続が必要なケース

●身体介護が必要なケース

●すでにサービスを利用しているケースで、サービスの利用の
継続が必要なケース

●入浴、排泄、食事等の介助が必要なケース

実施方法 事業者指定 事業者指定

人員基準 ①管理者 常勤・専従1以上
②訪問介護員等常勤換算2.5以上
(介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者)

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（一部非
常勤可）。ただし、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人以上配置されてる等の事業所は、利用者50人に1人
以上
(介護福祉士、実務研修修了者、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管理者 常勤・専従1以上
②生活相談員等 専従1以上
③看護職員 専従1以上
(定員10人以下の場合は、看護職員又は介護職員いずれか1以
上)

④介護職員 15人以下 専従1以上
15人超 利用者1人につき専従0.2以上

(生活相談員・介護職員の1人以上は常勤)
⑤機能訓練指導員 1以上

設備基準 （従来の介護予防訪問介護(給付サービス)と同様）
①事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
②必要な設備・備品

（従来の介護予防通所介護(給付サービス)と同様）
①食堂及び機能訓練室（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

運営基準 （従来の介護予防訪問介護(給付サービス)と同様）
・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・事故発生時の対応
・廃止、休止の届出と便宜の提供 など

（従来の介護予防通所介護(給付サービス)と同様）
・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・事故発生時の対応
・廃止、休止の届出と便宜の提供 など

訪問・通所介護サービスの指定基準
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3 サービスの請求について

23



3 サービスの請求について

利用サービス 請求対象サービス費 費用請求区分

予防給付のみ 予防給付サービス費 予防給付で請求

ケアマネジメント費

予防給付と総合事業の併用 予防給付サービス費 予防給付で請求

総合事業サービス費 総合事業で請求

ケアマネジメント費 予防給付で請求（※）

総合事業のみ 総合事業サービス費
総合事業で請求

ケアマネジメント費

認定結果 給付のみ利用 給付と総合事業の併用 総合事業のみ利用

事業対象者 全額自己負担 ①給付分は全額自己負担
②ケアマネジメント費も含めた総合事業分は総合
事業から支給

ケアマネジメント費も含めた事業分
は総合事業から支給

要支援認定者 予防給付から支給 ①ケアマネジメント費を含めた給付分は予防給付
から支給（※）

②総合事業分は、総合事業より支給

ケアマネジメント費も含めた事業分
は総合事業から支給

要介護認定者 介護給付から支給 ①ケアマネジメントを含めた給付分は、介護給付
から支給

②総合事業分は、介護給付サービスの利用を開始
するまでのサービス提供分は総合事業から支給

総合事業分は、介護給付サービスの
利用を開始するまでのサービス提供
分は総合事業から支給

※ 予防給付サービス費と総合事業サービス費を併用して利用した場合のケアマネジメント費については、「予防給付で請求」と
なる。

予防給付と総合事業の請求の関係

介護保険申請から認定日までのサービスの支払方法
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3 サービスの請求について

利用者区分 サービス利用 支給限度額 利用者負担

事業対象者
介護予防給付

５，００３単位
１割。一定以上の所得の利
用者は２割

現行相当サービス

要支援１
介護予防給付

現行相当サービス

要支援２
介護予防給付

１０，４７３単位
現行相当サービス

介護予防訪問（通所）介護（現行相当サービス）を利用する場合の利用者負担と支給限度額

※ 生活保護者は自己負担なし。
※ 総合事業に係る給付制限については、介護保険法に規定がなく、重度化予防という総合事業の趣旨から、当面、適用しません。

みなし指定の単価等

№
サービス
種類コード

サービス
算定
構造

単位数 地域単価
サービス
コード

帳票類に出力する
サービスコード名
称

利用者
負担

利用者負
担割合

限度額
管理

１ A１(A2)
介護予防
訪問介護

国が規定
国規定

(1単位１０円)
国規定 定率

予防給付
と同様

国規定

２ A5(A6)
介護予防
通所介護

№
サービス
種類コー

ド
サービス種類名 内容

１ A1(A2) 介護予防訪問介護（現行相当サービス）
総合事業の指定を受けた事業所が請求するサービス

２ A5(A6) 介護予防通所介護（現行相当サービス）
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3 サービスの請求について ＞ 請求に係るサービスコード①

介護予防訪問介護サービスコード
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3 サービスの請求について ＞ 請求に係るサービスコード②

○ 介護予防通所介護サービスコード
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3 サービスの請求について ＞ 請求事務フロー①

○ 総合事業のみを利用する場合
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3 サービスの請求について ＞ 請求事務フロー②

○ 予防給付と総合事業を利用する場合
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3 サービスの請求について ＞ 請求事務フロー③

○ 住所地特例対象者の総合事業費を国保連に請求する場合

30



4 総合事業への移行に関する留意点
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4 総合事業への移行に関する留意点 ＞ 事業所指定について①

32

総合事業に係る事業所指定は広域連合が行う。H27.4～H30.3の間は、事業所指定が3種類存在。

●総合事業における事業所の指定権者は広域連合。
⇒ 新規指定申請、更新申請、変更届、加算届等の届出は広域連合に対して行う。

●H27.4からH30.3までは、介護給付、介護予防給付、総合事業の3種類が並存することになる。
⇒ 事業所の指定も３種類が存在する。
⇒ そのため、例えば指定内容が変更になった際の変更届については、介護保険給付と介護予防給付に係る変更届は沖縄
県、総合事業に係る変更届は広域連合に届け出ることになる。

●総合事業に係る各種届出の様式等は別途示す。

提供するサービス 必要な事業所指定 指定権者
(指定申請当提出先)

介護給付 訪問介護 指定訪問介護事業所の指定 沖縄県

通所介護 指定通所介護事業所の指定 沖縄県

地域密着型通所介護 (指定地域密着型通所介護事業所の指定) 広域連合

予防給付 介護予防訪問(通所)介護 指定介護予防訪問(通所)介護の指定 沖縄県

総合事業 介護予防訪問(通所)介護相当サービス 総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定 広域連合

◆例えば、広域連合がH28.4.1に総合事業へ移行することをもって、(沖縄県へ)介護予防訪問(通所)介護の指定更新をしな
かった場合には、当該事業所は広域連合の被保険者に限らず、一切の介護予防訪問(通所)介護を提供することができなく
なることに留意しなければならない。

＜介護予防給付の指定更新をしないとサービス提供ができなくなる場合の例＞
◇ 広域連合構成市町村の圏域を越えてサービスを提供している場合で、圏域を越えた先の市町村で総合事業を実施していない場合
◇ 住民票を動かさずに広域連合構成市町村内に在住している他自治体(≒那覇市)の被保険者(住所地特例ではない者)にサービスを提供してい
る場合で、その者の保険者(≒那覇市)が総合事業を実施していない場合。

※ 広域連合構成市町村に住民票のある住所地特例者に対しては総合事業が提供され、介護予防訪問(通所)介護はH28.4以降提供されない。



4 総合事業への移行に関する留意点 ＞ 事業所指定について②

33

総合事業に係る事業所指定は、広域連合の被保険者及び広域連合構成市町村に住民票のある住所地特例者のみに効力を有する。

●総合事業の指定権者は広域連合であるから、総合事業に係る事業所指定は広域連合構成市町村及び広域連合構成市町村に
住民票のある住所地特例者のみに適用される。
⇒ 地域密着型サービスにおける指定と類似の考え方

広域連合以外の事業対象者にも総合事業のサービスを提供している場合、広域連合への届出だけでは足りない。

●広域連合構成市町村に所在する事業所が、広域連合構成市町村以外の事業対象者(当該構成市町村に居住する住所地特例者
を除く。)に対して総合事業によるサービスを提供する場合には、それぞれの市町村から事業所指定を受ける必要があり、
変更届や指定更新申請も同様に広域連合のほか、それぞれの市町村に届け出る必要がある。
⇒ 「みなし指定」（→18ページ下段）は、条件を満たす事業所に対して全国の市町村がH27.4.1にそれぞれ指定行為を
行ったとみなすものだが、総合事業の新規指定に相当する指定行為のみに係る効果しかない。

● 総合事業に限ってみれば、同じ総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定であっても、サービスを提供する利用
者の保険者の数だけ指定が存在することとなって、それぞれの指定に対して変更届や指定更新申請を届け出ることが必要
となる。

サービスを提供す
る利用者の保険者

必要な事業所指定

広域連合 広域連合による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定

A市 A市による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定

B町 B町による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定

C村 C村による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定

⇒ 上図の例では、広域連合のほか3市町村の利用者にサービスを提供しているので、同じサービス内容であっても、4つ
の事業所指定が必要。



4 総合事業への移行に関する留意点 ＞ 利用者との契約について

34

総合事業によるサービスの提供には、「利用者との契約」及び「重要事項説明書の交付・説明・同意」が必要

●総合事業によるサービス提供にあたっては、「利用者との契約」及び「重要事項説明書の交付・説明・同意」が必要とな
る。
⇒ 現在の介護予防訪問(通所)介護の提供に係る契約は「介護予防訪問(通所)介護の提供」に関する事項だから、総合事業
には適用されない。

⇒ 1回当たりの単価設定を導入することに伴い、利用料に変更が生じることに留意。
●事業所における総合事業移行に係る準備事項であるので、遺漏のないよう対応をお願いする。
⇒ 契約書及び重要事項説明書の参考例については、後日、広域連合ホームページにて示す予定。

事業者と利用者の契約等

●現在の予防給付等と同様に、指定事業者は、利用者に対して重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意
を得た上で、サービスの提供が開始される。

利用者 契約書 重要事項説明書

既存利用者 再契約 （再）同意

新規利用者 新規契約 同意

契約書・重要事項説明書の変更点

① サービスの種類
介護予防訪問（通所）介護 ⇒ 第一号訪問（通所）事業

② 介護予防ケアプラン
介護予防サービス計画書、介護予防ケアマネジメント計画書の両者、またはどちらかを示す。

③ 利用料
負担割合証に応じた基本利用料の１割又は２割の額となる。

④ 記録の保存期間
２年間 → ５年間

定款・運営規程について

●事業開始までに定款上に総合事業についての記載が必要となる。定款の変更に伴い、運営規程も総合事業用に変更する必
要がある。



5 介護予防ケアマネジメントについて
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５ 介護予防ケアマネジメントについて

36

新しい総合事業における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、利用者に対して、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているそ
の他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助
を行うもの。

●基本的なケアマネジメントのプロセスにもとづきつつ、3つのパターン(原則的・簡略化・初回のみ)に分けて行う。

介護予防ケアマネジメントの実施体制

●介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援)は、予防給付の介護予防支援と同様、利用者本人が居住する地域包括支
援センターが実施する。

●市町村の状況に応じて、地域包括支援センターから指定居宅介護支援事業所に対する委託も可能。

市町村で望ましい体制を検討して実施

●介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、地域の実情に応じて、どのような実施体制が望ましいかについて市町村
が検討。

（例）
◇地域包括支援センターが、すべて介護予防ケアマネジメントを行う。
◇初回の介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが行い、（1クール終了後の）ケアプランの継続、変更の
時点以後は、居宅介護支援事業で行い、適宜、地域包括支援センターが関与する。
⇒ 居宅介護支援事業所が多くのケースについて介護予防ケアマネジメントを行う場合も、地域包括支援センターは初
回の介護予防ケアマネジメント実施時には立ち会うよう努めるとともに、地域ケア会議等を活用しつつ、そのすべて
に関与することが望ましいとされている。

基本チェックリストの活用

●介護予防ケアマネジメントは、生活上の困りごとがあり、何らかの支援を必要として窓口（地域包括支援センター）に来
た人のうち、基本チェックリストの記入により、「事業対象者に該当する基準」のいずれかに該当した人に対して行う。

●改正前の地域支援事業における二次予防事業においても、対象となる虚弱高齢者などを把握するため基本チェックリスト
が活用されていたが、質問項目は、これまでと同様。
⇒ 総合事業に移行することにより、これまでの二次予防事業や、二次予防事業対象者についての「介護予防ケアマネジ
メント業務」は廃止。



５ 介護予防ケアマネジメントについて ＞ 介護予防ケアマネジメントの類型

ケアマネジメントA ケアマネジメントB ケアマネジメントC

サービス内容 介護予防支援と同様のケアマネジメン
ト
○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
○ケアプランの確定・交付
○サービス利用開始
○モニタリング（少なくとも３か月ご
と）

プロセス等を簡略化したケアマネジメ
ント
○アセスメント
○ケアプラン原案作成
（必要に応じサービス担当者会議）
○利用者への説明・同意
○ケアプランの確定・交付
○サービス利用開始
○モニタリング（適宜）

初回のみ実施
○アセスメント
○ケアマネジメント結果案作成
○利用者への説明・同意
○利用するサービス提供者等への説
明

対象となるケース ●指定事業所のサービスを利用する場
合

●訪問型・通所型サービスCを利用する
場合

●その他地域包括支援センターが必要
と判断した場合

●ケアマネジメントA・C以外のケー
スで、ケアマネジメントの過程で判
断した場合

●指定事業所以外の多様なサービスを
利用する場合

●ケアマネジメントの結果、補助や
住民主体のサービス、配食などの
その他の生活支援サービスの利用
につなげる場合

●必要に応じ、その後の状況把握を
実施

事業の実施方法 センター直営・委託 センター直営・委託 センター直営・委託

サービス提供者 センター・委託事業者 センター・委託事業者 センター・委託事業者

負担方法 月単位・1回毎 月単位・1回毎 月単位・1回毎

給付管理票の作成・記入 原則記入 不要 不要

１件あた
りの費用
単価

原則 ４，３００円(国基準) Aを下回る額で市町村が定める

初回加算 ３，０００円(国基準) Aを下回る額で市町村が定める

利用者負担 なし

限度額管理 なし

支払方法 ？ ？ ？

総合事業による介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同様、地域包括支援センター等が要支援者等に対するアセス
メントを行い、その状態に置かれている環境等に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成する
ものである。
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①利用申込みの受付 要支援認定・事業対象者を受けた利用申込者に対し、重要事項説明書を交付し、説明し、同意を得
た上で、所定書類に必要事項を記載してもらい、市町村に届け出る。

②契約締結 利用申込者と契約を締結する。

③アセスメント 市町村から認定調査結果と主治医意見書を入手し、利用者宅を訪問し、利用者及び家族に対し所定
事項のアセスメントを行う。

④介護予防サービス計画原案の作成 アセスメント結果をもとに、どのような支援が必要か利用者と調整し、合意結果に基づき介護予防
サービス計画原案を作成する。

⑤サービス担当者会議（又は地域ケア
会議）の開催

サービス担当者会議（又は地域ケア会議）の開催等により、計画原案について専門的な意見を聴取
する。

⑥介護予防サービス計画書の交付 利用者又は家族に説明し、同意を得た後、介護予防サービス計画書を交付する。

⑦サービスの提供 介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画に基づき適切にサービスが提供されるよう
連絡調整等を行う。

⑧モニタリング 必要に応じて利用者宅を訪問するなどの方法により計画の実施状況を把握する。

⑨評価 計画で定めた期間の終了時に、その達成状況について評価を行う。

⑩給付管理 介護保険サービスの利用実績を確認し、所定の表に記載する。

⑪介護報酬の請求 介護報酬請求に関する所定の書類を作成し、介護報酬の請求を行い受領する。

５ 介護予防ケアマネジメントについて ＞ 業務フロー

38

予防給付における介護予防ケアマネジメントの業務フロー

●介護予防支援では、指定基準・介護報酬上の差異は多々あるものの、担当職員の業務としては、おおまかに居宅介護支援
と同様。⇒ ただし、運営基準減算の規定はない。

居宅介護支援と異なる部分

①担当職員は、サービス事業者や
個別サービス計画の作成を指導
し、少なくとも1月に1回サービ
ス提供や利用者の状況などの報
告を聴取する。

②担当職員は、介護予防ケアプラン
に設定した期間が終了するときは、
計画の目標達成状況について評価
する（結果は記録し、完結の日か
ら5年間保存する。）。

③モニタリングにあたっては、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から
起算して3月に1回及び評価期間が終了する月・利用者の状況に著しい変化が
あったときには、利用者の居宅を訪問し面接を実施する。
⇒ 自宅を訪問しない月でもサービス提供事業所で利用者と面接を行うか、行え
ない場合も電話などにより利用者との連絡を実施する必要がある。
また、1月に1回モニタリングの結果を記録する点は、居宅介護支援と同様。



地域包括支援センター 居宅介護支援事業所

重要事項説明書を交付、説明し、同意を得る。

被保険者証を確認する。

利用申込者に介護予防サービス計画作成依頼届出書に必要
事項を記入してもらい、被保険者証とともに窓口に届け出
る。

利用申込者と契約を締結する。

市町村から認定調査結果及び主治医意見書を入手し、居宅
介護支援事業所に渡す。

※ ただし、原案の内容の妥当性については、地域包括支
援センターが要確認

地域包括支援センターから、認定調査結果及び主治医意見
書を受け取り、内容を確認する。

利用者宅を訪問し、利用者の基本情報を確認した後、利用
者及び家族に対しアセスメントを行う。

アセスメント結果等をもとにどのような支援が必要かを利
用者と調整する。

利用者と合意した結果に基づき、介護予防サービス計画原
案を作成する。

５ 介護予防ケアマネジメントについて ＞ 委託した場合の業務フロー（例）①
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利用申込の受付

契約の締結

アセスメントの実施

介護予防サービス計画原案の作成



地域包括支援センター 居宅介護支援事業所

介護予防サービス原案が適切に作成されているか、内容が
妥当かどうかについて、確認する。

居宅介護支援事業所が行った評価について、確認を行い、
今後の方針等について必要な助言・指導を行う。

会議の開催等により、専門的意見を聴取する（目的の共有、
役割分担の確認。）。

介護予防サービス計画原案の内容を利用者又は家族に説明
し、同意を得る。

利用者、サービス担当者及び地域包括支援センターに介護
予防サービス計画書を交付する。

利用者宅の訪問などにより計画の実施状況の把握を行う。

計画期間に応じて計画の達成状況について評価を行う。

毎月初めに、前月の介護保険サービスの利用実績を確認し、
第6表に記載する。

サービス利用実績を記載したサービス提供票を地域包括支
援センターに送付する。

５ 介護予防ケアマネジメントについて ＞ 委託した場合の業務フロー（例）②
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サービス担当者会議（地域ケア会議）の開催

介護予防サービス計画原案の説明、同意

介護予防サービス計画書の交付

評価

モニタリング

給付管理業務

介護予防ケアマネジメント費の請求・受領



５ 介護予防ケアマネジメントについて ＞ 総合事業のみの利用の場合の介護予防ケアマネジメント費の例

41

ケアマネジメントプロセス ケアプラン 利用するサービス サービス提供開始月 2月目（翌月） 3月目（翌々月） 4月目（3ヶ月後）

サービス担当者

会議
○ × × ○

モニタリング等 ―　(※1) ○　(※1) ○　(※1)
○　（面接による）

　(※1)

報　酬
　　基本報酬
　　＋初回加算(※2)

基本報酬 基本報酬 基本報酬

サービス担当者

会議
○ × × ○

モニタリング等 ― ○ ○ ○

報　酬
基本報酬
＋初回加算

基本報酬 基本報酬 基本報酬

サービス担当者

会議

△
（必要時実施）

× × ×

モニタリング等 ― × ×
△

(必要時実施）

報　酬
（基本報酬-X-Y）
＋初回加算　(※3)

基本報酬-X-Y 基本報酬-X-Y 基本報酬-X-Y

サービス担当者

会議
× × × ×

モニタリング等 ― × × ×

報　酬
（基本報酬＋初回加算）を
踏まえた単価　(※4)

× × ×

サービス担当者

会議
× × × ×

モニタリング等 ― × × ×

報　酬
（基本報酬＋初回加算）を
踏まえた単価　(※4)

× × ×

(※1)　指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要
(※2)　基本報酬：予防給付の単価を踏まえた単価を設定
(※3)　X：サービス担当者会議実施分相当単位，Y：モニタリング実施分相当単位　
(※4)　２月目以降は、ケアマネジメント費の支払いが発生しないことを考えて、原則的なケアマネジメントの報酬単価を踏まえた単価

初回のみの
ケアマネジメント

作成なし
ケアマネ
ジメント
結果の
通知

その他
（委託･補助）の
サービス

一般介護
予防・民間
事業のみ

訪問型C・
通所型C
サービス

原則的な
ケアマネジメント

作成あり

指定事業者
のサービス

簡略化した
ケアマネジメント

その他
（委託・補助）の
サービス

【ケアマネジメントA】

【ケアマネジメントB】

【ケアマネジメントC】
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広域連合の独自基準
(各地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス

・総合事業による介護予防相当サービス共通)

• 法人の代表者、役員、事業所の管理者は
暴力団員・暴力団の構成員であってはなり
ません。
(平成25年沖縄県介護保険広域連合条例第3号 沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例第3条)

• 従業者、設備、備品、会計等に関する諸
記録を、完結の日から5年間(国基準では2
年間)保存する必要があります。
(平成25年沖縄県介護保険広域連合条例第2号 沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第42条ほか)

● その他の事項は、国が定める基準と一緒です。 43

６ その他 ＞ 広域連合の独自基準



７ 様式

※別添資料

44


