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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  
 22% 
 

2号保険料  
 28% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.0% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険料   
 22% 

 

  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） 

＜改正前＞ ＜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 

3 

生活援助型訪問
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訪問型サービス（①現行相当②生活援助型） 

基準 現行相当 
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（報酬改正で変更する場合あ
り） 

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（報酬改正で変更する場合あり） 

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 
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 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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廿らつサロン  
 

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 
その他の加算は現行どおり 
1単位：10.14円（報酬改正で変更する場合あり） 

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（報酬改正で変更する場合あり） 

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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（１）人員基準  
 ①訪問型サービス(現行相当）のみ行う場合 
 ②訪問介護(介護給付）と訪問型サービス(現行相当）を一体的に行う場合 
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Ⅰ訪問型サービス 

職種 必要人員数 資格要件 
 
管理者   
 

 
常勤専従１人  

※管理上支障がない場合は事業所内
の他の業務、同一敷地内の他事業所
の職務に従事できる  

なし 

 
サービス提供  
責任者   
 

 
利用者40人ごとに常勤１人  
（利用者の数が40人を超える場合は
常勤換算によることもできる）   

 

 
・介護福祉士  
・実務者研修修了者  
・基礎研修課程修了者  
・一級課程修了者  
・三年以上の実務経験を有する二級課程修了者  
又は初任者研修課程修了者（減算あり）  
・看護師又は准看護師   
 

 
訪問介護員 
  
 

常勤換算2.5人以上    
・介護福祉士 ・実務者研修修了者  
・基礎研修課程修了者 ・一級課程修了者  
・二級課程修了者 ・初任者研修課程修了者  
・看護師又は准看護師   
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 ③生活援助型訪問サービス(訪問型サービスＡ）のみを行う場合 
  

職種 必要人員数 資格要件 

 
管理者   
 

 
常勤専従１人  

※管理上支障がない場合は事業所内
の他の業務、同一敷地内の他事業所
の職務に従事できる  

なし 

 
訪問事業責任者 

 
1人以上 

 
・介護福祉士  
・実務者研修修了者  
・基礎研修課程修了者  
・一級課程修了者  
・三年以上の実務経験を有する二級課程修了者  
又は初任者研修課程修了者（減算あり） 
 ・看護師又は准看護師  
 

 
生活支援員
  
 

 
常勤換算1.0人以上   

 
・介護福祉士 ・実務者研修修了者  
・基礎研修課程修了者 ・一級課程修了者  
・二級課程修了者 ・初任者研修課程修了者  
・看護師又は准看護師  

・事業所所在地の市町村が指定する研修の修了
者 



  
③訪問型サービス(現行相当）と生活援助型訪問サービス(訪問Ａ）を一体的に行う場合  
④訪問介護(介護給付）と訪問型サービス(現行相当）と生活援助型訪問サービス(訪問Ａ）を一体的
に行う場合 

職種 必要人員数 資格要件 
 
管理者   
 

常勤専従１人  

※管理上支障がない場合は事業所内の他の
業務、同一敷地内の他事業所の職務に従事
できる  

なし 

 
サービス提供  
責任者   
 

利用者40人ごとに常勤１人  
（利用者の数が40人を超える場合は常勤換
算によることもできる）   

・介護福祉士  
・実務者研修修了者  
・基礎研修課程修了者  
・一級課程修了者  
・三年以上の実務経験を有する二級課程修了者  
又は初任者研修課程修了者（減算あり）  
・看護師又は准看護師   

 
訪問事業責任者(※訪
問Ａを担当）  

1人以上 
※業務に支障がなければサービス提供責任
者と兼務できる。 

サービス提供責任者と同じ 
※三年以上の実務経験を有する二級課程修了者  
又は初任者研修課程修了者（減算なし）  
 

 
訪問介護員 
  

常勤換算2.5人以上   ・介護福祉士 ・実務者研修修了者  
・基礎研修課程修了者 ・一級課程修了者  
・二級課程修了者 ・初任者研修課程修了者  
・看護師又は准看護師   

生活支援員 必要数(配置しないこともできる） 訪問介護員と同じ又は事業所所在地の市町村が
指定する研修の修了者 
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（２）設備基準  
 

 ○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画(事務室、相談室等） 
 ○必要な設備(手洗・消毒設備）及び備品 
 ○訪問介護(介護給付）と訪問型サービス(現行相当）と生活援助型訪問
サービス(訪問Ａ）を一体的に行う場合は設備を共有することができます。 

（３）介護予防・生活支援員養成研修 
   年2回 定員20名  無料   
   講義20時間 訪問実習4時間（訪問2回程度） 

年2回 定員20名  無料 
講義16時間  訪問実習4時間  計20時間 

経過措置）指定事業所で雇用されているのであれば、事業所での指導のもと訪問実
習を先行し、1年以内に一定研修を受講することを前提で生活支援員として従事する
ことができます。（ただし、必要に応じて事業所で指導を行ってください。） 
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区分 現行相当型 生活援助型 
(訪問Ａ） 

基本報
酬 

プラン
が週１
回以上 

週１回程度 １,１６８単位（月）   ９８３単位（月） 

週２回程度 ２,３３５単位（月）  １,９６５単位（月） 

週３回程度 ３,７０４単位（月）  ３,１１７単位（月） 
 

プランが月１～３回の場合出来高払いとする     ２４５単位（回） 

加算 加算については、従来の介護予防訪問介護と同等とする。 

減算 初任者研修修了者
のサービス提供責
任者配置減算 

７０／１００（月） 減算なし 

同一建物の減算 ９０／１００（月） ９０／１００（月） 
 

地域区分の単価は現行型も生活援助型も１０．２１円とする。 

（４）訪問型サービスの単価（案） 
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～平成30年3月31日
(現在） 

平成30年4月1日～ 
(新） 

月額報酬 週１回程度  ９３４単位（月）  ９８３単位（月） 

週２回程度 １,８６８単位（月）  １,９６５単位（月） 

週３回程度 ２,９６３単位（月）  ３,１１７単位（月） 
 

出来高 １回  ２３３単位(回）     ２４５単位（回） 
※月３回まで 

 
生活援助型訪問サービスの単価の変更(案） 
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（１）人員基準  
 ①通所型サービス(現行相当）のみ行う場合 
 ②通所介護（地域密着型を含む）通所介護と通所型サービス(現行相当）を一体
的に行う場合 

 

Ⅱ通所型サービス 

職種 必要人員数 資格要件 
 
管理者   
 

常勤専従１人  

※管理上支障がない場合は事業所内
の他の業務、同一敷地内の他事業所
の職務に従事できる  

なし 

 
生活相談員 

サービス提供時間を通じて１
人以上 

・社会福祉主事任用資格者  ・社会福祉士  
・精神保健福祉士・介護支援専門員 ・介護福祉士  

・上記と同等以上の能力を有すると認められる者と
して市が認めた者   

介護職員 利用者15人まで １人以上  
利用者16人以上 利用者１人につき0.2
人以上 （単位ごとの配置）   

なし 

看護職員 サービス提供日ごとに１名配置(単位ご
との配置）(利用定員１０人以下の場合
は不要） 

看護師又は准看護師 

機能訓練指導員 １以上(他の職務にも従事できる） ・理学療法士 ・作業療法士  
・言語聴覚士 ・看護師又は准看護師  

・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師   
13 



（１）人員基準  
 ③短時間デイサービス（通所Ａ） のみを行う場合 

職種 必要人員数 資格要件 
 
管理者   
 

常勤専従１人  

※管理上支障がない場合は事業所
内の他の業務、同一敷地内の他事
業所の職務に従事できる  

なし 

介護職員 利用者15人まで ２人以上  
利用者16人以上 利用者１人につき
0.2人以上 （単位ごとの配置）   

サービス提供時間を通じて以下の資格を有するものを1人以
上配置 
・社会福祉主事任用資格者  ・社会福祉士  
・精神保健福祉士・介護支援専門員 ・介護福祉士  

・実務者研修修了者・基礎研修課程修了者・一級課程修了
者、二級課程修了者、初任者研修課程修了者、看護師又は
准看護師 

機能訓練指導員 １以上 ・理学療法士 ・作業療法士  
・言語聴覚士 ・看護師又は准看護師  

・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師   
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生活相談員、看護職員の人員基準の緩和 



  
③通所介護(地域密着型を含む）と短時間デイサービス(通所Ａ）を一体的に行う場合  
④通所介護(地域密着型を含む）と通所型サービス(現行相当）と短時間デイサービス(通所Ａ）を一体
的に行う場合 

職種 必要人員数 資格要件 
 
管理者   

常勤専従１人  

※管理上支障がない場合は事業所内の他の業務、同一敷
地内の他事業所の職務に従事できる  

なし 

 
生活相談員 

サービス提供時間を通じて1人以上 ・社会福祉主事任用資格者 ・社会福祉士 
・精神保健福祉士 ・介護支援専門員 
・介護福祉士 

・上記と同等以上の能力を有すると認められ
る者として市が認めた者 

介護職員【通所介護（介護
給付）、通所型サービス
（現行相当）に従事 

利用者15人まで １人以上 
利用者16人以上 利用者１人につき0.2人以上 
（単位ごとの配置） 

なし 

 
介護職員（短時間デイ
サービス）  

利用者15人まで １人以上 
利用者16人以上 利用者１人につき0.2人以上 
（単位ごとの配置） 
※業務に支障がない場合は通所介護（地域密着
を含む）若しくは通所型サービス（現行相当）
の指定基準を超えて配置されている介護職員を
充てることができる  

・なし 

看護職員 サービス提供日ごとに１人配置 
（単位ごとの配置） 
（利用定員10人以下の場合は不要） 

看護師又は准看護師 

機能訓練指導員 １以上 ・理学療法士 ・作業療法士 
・言語聴覚士 ・看護師又は准看護師 
・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 

15 



（２）設備基準  
 

 
 ①通所型サービス(現行相当）のみ行う場合 
 ②通所介護（地域密着型を含む）通所介護と通所型サービス(現行相当）を一体
的に行う場合 
 必要な設備 備考 

食堂及び機能訓練室 ３㎡×利用定員以上の面積を確保すること 

※食事の提供・機能訓練に支障がない場合は同
一の場所とすることができる 

静養室 

相談室 遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしな
いよう配慮されていること   
 

事務室 

消火設備その他の非常災害に際して
必要な設備 

サービスの提供に必要な設備及び備
品等 

入浴サービスを行う場合は浴室等 

16 



必要な設備 備考 

食堂及び機能訓練室 ３㎡×利用定員【通所介護（地域密着型を含む）と通所型サービ
ス（現行相当）の利用定員と短時間デイサービスの利用定員を合
計した定員】以上の面積を確保すること 

※短時間デイサービスの利用定員は、通所介護（地域密着型を
含む）と通所型サービス（現行相当）の利用定員とは別に設定が
必要 

※食事の提供・機能訓練に支障がない場合は同一の場所とする
こともできる 

静養室 

相談室 遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないよう配慮されて
いること   

事務室 

消火設備その他の非常災害
に際して必要な設備 

サービスの提供に必要な設
備及び備品等 

入浴サービスを行う場合は浴室等 

 
③通所型サービス(現行相当）と短時間デイサービス(通所Ａ）を一体的に行う場合  
④通所介護(地域密着型を含む）と通所型サービス(現行相当）と短時間デイサービス(通所Ａ）を一体
的に行う場合 
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⑤短時間デイサービス(通所Ａ）のみを行う場合  
 必要な設備 備考 

機能訓練室 ３㎡×利用定員以上の面積を確保すること 

静養室 ※間仕切りをもちいて機能訓練室等に静養でき
るスペースを確保する場合にあっては、設けない
こともできる 

事務室 

消火設備その他の非常災害に際して
必要な設備 

サービスの提供に必要な設備及び備
品等 

※短時間デイサービスの利用定員は、通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス（現行相
当）の利用定員とは別に定める必要があります。 

また、地域密着型通所介護の利用定員の上限１８名は地域密着型通所介護と通所型サービス（現行
相当）の利用定員の合算によるものであるため、短時間デイサービスの利用定員は関係ありません。 

 なお、短時間デイサービスを通所介護（地域密着を含む）及び通所型サービス（現行相当）と一体的
に実施する場合は、通所介護（地域密着を含む）及び通所型サービス（現行相当）の利用定員と短時
間型デイサービスの利用定員を合計した利用定員×３㎡の食堂及び機能訓練室を確保する必要が
あります。 
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通所型サービスの注意点  
 



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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指定等の手続きについて 
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（１） 

（１）みなし指定事業所から独自指定への切替 

介護給付 

予防給付 

総合事業 

平成３０年４月１日 

Ｈ３０．３．３１で終了 

独自指定（介護給付の指定期間まで） みなし指定（Ｈ30.3.31まで） 

介護予防訪問介護 
介護予防通所介護 

訪問介護・通所介護又は、地域密着型通所介護 

更新で６年間 

更新で６年間 

更新申請は介護給付
(訪問介護・通所介護）

の時期に合わせていき
ます。更新についての
通知は２か月前に送付
します。手数料あり。 

 

みなし指定から独自指定への切替
については個別通知はありません
ので、市のＨＰで様式をダウンロー
ドして平成３０年２月末までに申請
ください。今回のみなし指定更新に
限り、指定期間が６年未満となるた
め手数料無料。 

（ただし、介護給付の更新が、平成
３０年４月１日の場合は、指定期間
が６年になりますので手数料が必
要） 
 

 総合事業の指定を介護給付の指定と合わせるため
に今回のみなし指定からの切替の指定期間はほとん
どの場合６年未満になります。平成３０年２月末までに
独自指定の申請をしてください。今回に限り指定期間
が６年未満になる場合は手数料は無料です。指定期
間が次回の更新申請から手数料がかかります。(手数
料１万円）    

※訪問サービスＡの指定と同時申請の場合でも手数
料は１万円です。 
※手数料については予定の金額です。 
※訪問サービスＡを既に指定している場合は、 

今回のみなし指定の切替時に介護給付の指定期間に
合わせることもできます。 

独自指定(現行相当・訪問Ａ）（６年間） 

介護給付の 
指定期間終了 



その他の手続きについて 

①  定款の変更 

 総合事業の独自指定を受けるにあたっては、法人の定款に総合事業を行う旨の
記載をする必要があります。 

「第一号訪問事業」、「第一号通所事業」等の総合事業を行う旨の記載がない場合
は、総合事業の指定申請の前までに定款を変更し、登記してください。 

なお、廿日市市外の利用者がいる場合介護予防訪問介護及び介護予防通所介護
について、平成30年3月31日までは削除しないよう注意してください。 

 

②  運営規定・契約書・重要事項説明書の作成又は変更 
 各事業所で運営規程・契約書・重要事項説明書に 「第一号訪問事業」、「第一号

通所事業」等の総合事業を行う旨の記載が必要です。また、訪問介護、通所介護
又は地域密着型通所介護の運営規程と合わせたものとすることもできます。その
場合は適宜必要な文言の変更を行ってください。  
作成又は変更した運営規程は、指定申請書に添付して提出してください。  
契約書や重要事項説明書も変更して適切に対応してください。 

※変更届、体制に関する届、休止・廃止届、再開届については介護予防サービス
と取り扱いは同じですが各指定保険者に提出してください。 
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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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※原子爆弾被爆者についての助成事業は現行相当のサービスのみになっているので、要注意。 



地域単価(単位数単価） 

※ 地域単価は平成３０年度の国の介護報酬改定に合わせて設定予定なので変更
する場合もあります。  

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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総合事業の住所地特例者についての取り扱い 

住所地特例者以外の場合（保険者、住所地
はＢ市だが居住しているは廿日市市） 

 

•廿日市市の事業所でサービスを受ける場合 

その事業所は利用者保険者の市町村（Ｂ市）
で指定を受けてください。 
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総合事業の住所地特例者についての取り扱い 

 

•利用者の保険者の市町村で指定の申請を
行ってください。 

 

•この場合は廿日市市では受付できません。 
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④被保険者証に必要
事項を記載して郵送 

③届出・ 
被保険者証 

②介護予防ケアマ
ネジメントの届出 

＋ 
被保険者証 

①総合事業→相談 
チェックリスト該当 

総合事業 
サービス利用 ②契約／介護予防 

ケアマネジメント 

⑤受給者異動連絡票情報送
付 



阿品二丁目げんきサロン にこにこ元気サロン廿日市 いきいきサロン 

むつみ会 

健康サロンあゆみ 縁側サロン健康マージャン 
縁側サロン 

お食事サロン楽楽 

       28 



廿らつプラチナボランティアの対象者 

・65歳以上の元気な高齢者 

（要介護・支援の認定や総合事業の事業対
象者の認定を持っていない方） 

かつ 

・養成研修を受講した方か指定施設で概ね
3か月程度のボランティア経験がある方 

↓ 

ボランティア活動時間に応じてポイントが
もらえます。そのポイントは換金できます。            
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ボランティアポイント事務の流れ 
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《ボランティア》

《廿日市市社会福祉協議会》 《廿日市市高齢介護課》

《ボランティアの受入機関など》

②ボランティア保険加入

①ボランティア研修

④ボランティア活動の実施

②ボランティア受入機

関として登録

①ボランティア受入機関と

して説明会

⑤ボランティア活動手帳にスタンプをもらう

事務の流れ



ボランティアポイント活用の流れ 

①ポイントの換金についての通知は、平成３０年 

 ２月下旬までに登録者へ発送予定です。 

②通知が届いたら、高齢介護課（廿日市市役所１ 

 階）か各支所の福祉グループへ申請をしていた 

 だきます。 

（注意点）ポイント活用申請ができる方 

   介護保険料の滞納がない方 

  （ ※登録申請時、ポイント活用申請時に確認します。） 
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ボランティアポイント 
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活動実績 
  

付与する評価 
ポイント 

ポイント交付金 

１回から９回まで ０ポイント ― 

１０回から１９回まで １０ポイント １，０００円 

２０回から２９回まで ２０ポイント ２，０００円 

３０回から３９回まで ３０ポイント ３，０００円 

４０回から４９回まで ４０ポイント ４，０００円 

５０回以上 ５０ポイント ５，０００円 

・ボランティア活動1時間につき1スタンプを指定施設が 
 手帳に押印します。 

 ※内容については身体介護以外に限ります。例：レクの手伝い、話相手など… 

・1日の上限は２時間です。２時間以上しても2スタンプ 
 までです。 
・１スタンプ＝１００ポイント＝１００円です。 
 交付金は年度ごと５,０００円が上限です。 



介護予防の取組のテーマ 

教養（きょうよう）と教育（きょういく）？ 

きょうよう＝今日の用事 

きょういく＝今日行く場 

 

役割づくり 

今日 
すること 

交流・通いの
場・活躍でき
る場づくり 
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『いきいき百歳体操』を活用した 
              通いの場づくり   

 

• 週1回集まれる場所 

 ＊椅子が必要、鍵の開け閉め、おもり等 

• 集まる人は５人(65歳以上）でもOK 

• ３か月以上の継続  

34 

★DVD・プレイヤー・おもりの貸し出し(3か月） 
★体力測定の実施（初回、３か月後、１年後）など 

住民主体 

市のサポート 
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衰えやすい筋肉は．．． 
１．三角筋前部、三角筋後部 
   (鎖骨～上腕骨）（肩甲骨～上腕骨） 

２．体幹 腹筋 

  （肋骨～骨盤） 

３．大腿四頭筋、大殿筋、中殿筋 

  （骨盤～膝下）（骨盤～大腿骨後・横） 

１．腹筋 
２．太もも 
３．お尻 
４．腕の裏側 
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地域の取組（百歳体操や通いの場づくり） 

サンサンひろば 
毎週 月・水で実施 

広島西地域リハビリテーショ
ン広域サポートセンターのリ
ハ職の初回のプレゼンテー

ションの様子 


