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【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 23% 
 

2号保険料  
 27% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 38..5% 
 

都道府県  
 19.25% 
 

市町村   
 19.25% 
 

1号保険料   
 23% 

 

  予防給付 

 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 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 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

○ 認知症施策推進事業 

 （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援体制整備事業 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

予防給付（要支援1～２） 

充
実 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

  介護給付 （要介護1～５）  介護給付（要介護1～５） 

＜従前＞ ＜改正後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

地域支援事業の全体像 

改正前と同様 
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介 護 予
防・日常
生活支援
総合事業 
（ 新 し い
総 合 事
業） 

介護予防・生
活支援サービ
ス事業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 

（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事
業） 

・第１号被保険者の全ての
者 

・その支援のための活動
に関わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受け
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者） 

 
・現行の訪問 
 介護相当 

 
・多様な 
 サービス 

 
・現行の通所 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス 

①訪問介護 

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） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

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） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準
じる自立支援に資する生活支援（訪問
型サービス・通所型サービスの一体的
提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示してい
るもの。市町村はこの例を踏まえて、地域の
実情に応じた、サービス内容を検討する。 

     

       ・・・廿日市市で実施
している又は準備中のサービス         
 
       ・・・30年度以降に開
始を予定のサービス 
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生活援助型訪問
サービス 



 ①訪問型サービス 

基  準 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

サービス
種別 ①訪問介護 

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） 

⑤訪問型サービス
Ｄ 

（移送支援） 

サービス
内容 

訪問介護員による身体 
介護、生活援助 生活援助等 

住民主体の自主活動
として行う生活援助等 

保健師等による居宅での 
相談指導等 

移送前後の生活 
支援 

対象者と
サービス
提供の考
え方 

○既にサービスを利用し
ているケースで、サービス
利用の継続が必要なケー
ス 

○以下のような訪問介護
員によるサービスが必要
なケース 
 
(例） 

・認知機能の低下により
日常生活に支障がある症
状・行動を伴う者 

・退院直後で状態が変化
しやすく、専門的サービス
が特に必要な者 等 
 

※状態等を踏まえながら、
多様なサービスの利用を
促進していくことが重要 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進 

・体力の改善に向けた支
援が必要なケース 
・ADL・IADLの改善に向け
た支援が必要なケース 
 
※３～６ヶ月の短期間で行
う 

訪問型サービスＢ 
に準じる 

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助(助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の
最低限の基準 

内容に応じた独自の基準 

サービス
提供者 

訪問介護員（訪問介護事
業者） 

主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職（市
町村） 
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生活援助型訪問
サービス 



訪問型サービス（①訪問介護②生活援助型） 

基準 訪問介護サービス 
生活援助型訪問サービス 
（訪問型サービスＡ）※２ 

内容 
従来の介護予防訪問介護と同等のサービス 
訪問介護員による身体介護※１や生活支援 

専門職等の人員要件を緩和し、身体介護※１を除く、生活援
助（掃除、洗濯、衣類の整理、薬の受取等の自立支援のた
めの見守り的援助）  

算定単価
の取扱 

包括的単価（月当たり） 包括的単価(月）＋出来高払（１回ごと） 

単価設定 

国が定める額（予防給付）と同様 
《包括的単価》 
【事業対象者・要支援１・要支援２】  
週１回程度 月1,168単位（11,925円） 
【要支援２】 
週２回程度 月2,335単位（23,840円） 
【要支援２】 
週２回を超える程度 月3,704単位（37,817
円）          
 
その他、加算等は現行どおり 
１単位：10.21円 

国が定める額（予防給付）の約84％ 
《包括的単価》 
【事業対象者・要支援１・要支援２】  
週１回程度 月983単位（10,036円）  
【要支援２】 
週２回程度 月1,965単位（20,062円）               
【要支援２】 
週２回を超える程度 月3,117単位（31,824円）                           
《出来高払》  
月３回まで １回 245単位（2,501円） 
その他、加算等は現行どおり 
１単位：10.21円 

備考 

※１：利用者の身体に直接触れて行うサービ
スのこと 

※２：ケアプランで、生活支援のみである場合は原則生活援
助型訪問サービスを実施する。（担当者会議で現行相当の
サービスが必要であると判断した場合は、その理由につい
て書面に明記すること） 
対象例：認知機能の低下や障がい等により、日常生活に支障がある症
状・行動を伴うケース。退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要なケース等 

6 
月額包括報酬の日割りに請求にかかる適用 参照 

H30.4.1～ 



 通所型サービスについて 

基  準 現行の通所介護相当 多様なサービス 

サービス
種別 ①通所介護 

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 

通所介護と同様のサービス 

生活機能向上のための機能訓
練 

ミニデイサービス 
運動・レクリエーション 等 

体操、運動等の活動など、自
主的な通いの場 

生活機能を改善するための運動器
の機能向上や栄養改善等のプログ
ラム 

対象者と
サービス
提供の考
え方 

○既にサービスを利用しておリ、
サービス利用の継続が必要な
ケース 

○「多様なサービス」の利用が
難しいケース 

○集中的に生活機能の向上の
トレーニングを行うことで改善・
維持が見込まれるケース 
 
 
 

※状態等を踏まえながら、多様
なサービスの利用を促進してい
くことが重要 

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサー
ビス」の利用を促進 

 
 
 
・ADL・IADLの改善に向けた支援が
必要なケース 等 
 
※３～６ヶ月の短期間で実施 

実施方法 事業者指定 事業者指定 補助(助成） 直接実施／委託 

基準 予防給付の基準を基本 設備基準や人員等を緩和した
基準 

個人情報の保護等の最低限
の基準 

内容に応じた独自の基準 

サービス
提供者 

通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者 
＋ボランティア 

ボランティア主体 保健・医療の専門職（市町村） 
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短時間 

デイサービス 
 

H28～ H28～ H30～ 



通所型サービス（①現行相当②短時間型） 

区分 ①現行相当 ②短時間デイサービス 
  (通所型サービスＡ） 

サービス提供
の考え方 

従来の介護予防通所介護に相当する通所型
サービス。既に通所介護サービスを利用してお
り、サービス利用の継続が必要な方、生活支援
（入浴や食事）が必要な方などに、これまでと同
様のサービス提供を行う。 

従来の介護予防通所介護に相当する通所型
サービスで運動機能や認知機能向上を目的とし
た短時間（2時間以上3時間未満）のサービス提
供を行う。 

サービス内容 生活支援、機能訓練、レクリエーション、送迎 運動を中心とした機能訓練等、送迎 

利用回数・ 
提供時間 

ケアプランに基づき決定 
 

ケアプランに基づき決定 
利用時間3時間未満 

単価 事業対象者、要支援１（週1回程度） 1,647単位 
要支援２（週1回程度）           1,647単位 
要支援２（週2回程度）           3,377単位 
※短時間減算（4時間以下）     △50単位／月 
その他の加算は現行どおり 
1単位：10.14円 

事業対象者、要支援１（週1回程度） 1,421単位 
要支援２（週1回程度）           1,421単位 
要支援２（週2回程度）           2,911単位 
 
その他、加算等は現行どおり 
1単位：10.14円 

利用者負担 介護予防給付の利用者負担割合と同様 
1割又は2割 

介護予防給付の利用者負担割合と同様 
1割又は2割 

実施主体 ○事業主体      現行と同様（指定事業者） 
○サービス従事者  現行と同様（介護職員等） 

○事業主体      現行と同様（指定事業者） 
○サービス従事者  現行と同様（介護職員等）  

指定基準 介護予防の省令基準どおり 看護職員配置不要等の人員基準緩和 
静養室、相談室の施設基準緩和 
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訪問型サービスにおける提出書類と期限 

サービ
ス内容 

サービスの
請求項目 

高齢介護課へ提出 地域包括支援 
センターへ提出 

身体介護
あり 

訪問介護サービス
（現行相当） 

ケアプランの写し ４月末までに
提出 （更新毎に提出が必要です） 

提出書類なし  

 

生活援助
のみ 

生活援助型訪問
サービス（訪問型
サービスＡ） 

提出書類なし。ケアプランの手書き修正
（開始日を明記）を行い、提供表を郵送
時に合わせて各関係事務所に配布が必
要。４月提供分から生活援助型訪問
サービスのコードで請求。 

利用票と手書き修正したケア
プランの写し（既に利用されて
いる場合は４月に提出。新規
については、サービス担当者
会議後提出） 

生活援助
のみだが
特別な配
慮が必要 

訪問介護サービ
ス（現行相当） 
 

サービス担当者会議開催が必要。会議
録（現行相当サービスが必要な理由を
明記）の写し。 既に利用されている場
合は４月１日から７月３１日までに提出 

※７月３１日までは経過期間とし、提出
書類がなくても現行サービスの請求が
できます。新規については、サービス担
当者会議後提出 

会議録の写し 

生活援助
のみだが
被爆者助
成の対象 

訪問介護サービ
ス（現行相当） 
 

平成３０年６月までにサービスを利用す
る新規対象者・・平成２９年発行の助成
受給者証の写し 

訪問型サービス利用を平成２９年度から
継続している対象者・・平成３０年発行
の助成受給者証（７月ごろ発送予定）を
７月３１日までに提出 

助成受給者証の写し 



生活援助のみだが特別な配慮が必要な利用者 

資格のある訪問介護員（ヘルパー）の対応でない
と難しいと判断される場合（認知機能の低下や障
がい等により、日常生活に支障がある症状・行動
を伴うケース、退院直後で状態が変化しやすく、
専門的サービスが特に必要なケース等）サービス
担当者会議で審議し、現行相当サービスを必要
な理由を会議録に記載し、高齢介護課へ提出す
ることで生活援助のみのサービスであっても現行
相当のサービスが利用できます。 
 

※継続して現行相当サービスを必要な場合も更新毎にサービス担当者会議の会
議録の提出が必要になります。 
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通所型サービスにおける提出書類と期限 

サービス内
容 

サービスの請
求項目 

高齢介護課へ提出 地域包括支援セン
ターへ提出 

３時間以上のデ
イサービス 

通所介護サービス
（現行相当） 

提出書類なし 提出書類なし 

２時間以上３時
間未満のデイ
サービス 

短時間デイサービ
ス（通所型サービ
スＡ） 

提出書類なし。ケアプランの手
書き修正（開始日を明記）を行
い、提供表を郵送時に合わせ
て各関係事務所に配布が必要。
４月提供分から短時間デイ
サービスのコードで請求 

利用票と手書き修正したケ
アプランの写し（既に利用さ
れている場合は４月に提出。
新規については、サービス
担当者会議後提出） 
 

短時間デイサー
ビス利用だが被
爆者手帳を所持 

通所介護サービス
（現行相当） 

被爆者手帳の写し（既に利用さ
れている場合は４月に提出。新
規については、サービス担当
者会議後提出） 

被爆者手帳の写し（既に利
用されている場合は４月に
提出。新規については、
サービス担当者会議後提
出） 
 

経過措置：サービス提供時間が利用者の都合で、月の利用がすべて3時間未満になる場

合、現行相当の請求でよい。その場合、本人に説明が必要。ただし現行相当の請求で、
短時間減算（△５０単位／月）とする。 



総合事業の「みなし指定」とは？ 
• 「みなし指定事業者」とは、平成27年3月31日まで
に、介護予防訪問・通所介護に係る指定介護予防
サービス事業者が、総合事業の指定を受けたもの
とみなされる総合事業の指定事業者のことです。
指定期間は原則平成３０年３月３１日までです。 

  
 規定の指定（平成27年3月31日） 
 

附則の規定により指定を受けたも
のとみなされる総合事業の指定（以
下みなし指定という） 

介護予防訪問介護に係る指定介
護予防サービス事業者に係る指
定 

訪問型サービス（第1号訪問事業）
に係る事業者の指定 
 

介護予防通所介護に係る指定介
護予防サービス事業者に係る指
定 

通所型サービス（第1号訪問事業）
に係る事業者の指定 
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サービスコード 

平成３０年３月３１日まで 平成３０年４月１日から 

訪問型サービス（現行相
当） 
 

みなし指定 ：Ａ１ 
独自指定  ：Ａ２ 

独自指定：Ａ２（現行相当） 

訪問型サービスＡ(生活援
助型訪問サービス） 

独自指定  ：Ａ３ 独自指定：Ａ２（訪問Ａ） 

通所型サービス（現行相
当） 

みなし指定 ：Ａ５ 
独自指定  ：Ａ６ 

独自指定：Ａ６（現行相当） 
 

通所型サービスＡ（短時
間デイサービス） 

なし 独自指定：Ａ６（通所Ａ） 
 

介護予防ケアマネジメント ＡＦ ＡＦ 

※使用するサービスコードの例は以下のとおりです。サービスコード表・マスターイン
ターフェイスは平成３０年４月中旬ごろにＨＰに掲載予定です。Ａ２、Ａ６のコードを２パ
ターン（現行・基準緩和）設定するため、対応したサービス項目コード（４桁）で請求し
てください。 
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地域単価(単位数単価） 

サービスの種類 地域単価設定の考え方 ７級地 

   みなし指定 
 

事業所所在地における地
域区分の単位数 

訪問型サービス：10.21円 
通所型サービス：10.14円 

   独自指定 
 (現行・基準緩和） 

指定した市町村の所在地
における地域区分の単位
数 

訪問型サービス：10.21円 
通所型サービス：10.14円 
 

１単位あたりの単価は、下表のとおりです。廿日市市外に所在する事業所において
も廿日市市のサービスコードを使用する場合は、当該の単価を適用します。他市町
村の被保険者に対しサービス提供を行う場合は、他市町村の定めによりますので
ご確認ください。 
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事業者指定の様式について ホームページでの検索 

①廿日市市のＨＰの検索から             
総合事業 事業者指定と入力 

②クリック 

③事業者の指定
に必要な様式集
やサービスコード、
システムの取り
込みに必要なマ
スターインター
フェースなどが掲
載してあります。 



総合事業の住所地特例者についての取り扱い 

住所地特例者の場合 

（廿日市市に住所はあるが保険者はＢ市） 

 

・利用者の住所 (廿日市市）がある市町村（廿
日市市）でサービスが受けられます。 

その場合事業所の所在地(廿日市市）の指定
が必要です。廿日市市のサービスコードを使
用し国保連へ請求します。 
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