
1 

 

新しい総合事業の概要について 

 

１．新しい総合事業の趣旨 

  介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）は、従来の一次予防・

二次予防といった介護予防事業、及び介護予防給付サービスの一部に代わる

ものとして、平成２６年に制定された「地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」による介護保険法

改正において地域支援事業に新たに位置づけられ、平成２９年４月からすべ

ての市町村で実施することとされたものです。 

  従来の要支援認定によって事業やサービスを明確に区切る体制から、要支

援者が元気高齢者と同じ介護予防の取り組みを利用できる体制に変更し、介

護予防の取り組みを切れ目のないものとするとともに、要支援者向けの給付

内容が生活支援中心であることから、介護予防の取り組みに加えて配食や買

い物支援、移動支援などの生活支援サービスを組み合わせてお使いいただく

ことで、身体機能の低下を防ぎ、従来と比較してより高い介護予防効果を上

げていこうとするものです。 

  また、より身近な地域で介護予防に取り組むとともに高齢者の生活を支え

る環境を整えるため、総合事業の実施に当たっては住民活動や非介護事業者

などの多様な主体の力の導入を可能とし、また高齢者自身がサービスの担い

手となることで自身の介護予防や生きがいの創出も狙いとしております。 

 

２．新しい総合事業の体系 

（１）従来の体系 

サービス・事業 要支援者 
チェックリ

スト該当者 
一般高齢者 

介護予防

給付 

（要支援

者向けの

サ ー ビ

ス） 

介護予防短期入所 

介護予防住宅改修 

など 

利用可 利用不可 利用不可 

介護予防訪問介護 

介護予防通所介護 
利用可 利用不可 利用不可 

二次予防事業 

（要介護状態になる恐れのあ

る高齢者向けの介護予防） 

利用不可 利用可 利用不可 

一次予防事業 

（元気高齢者向けの介護予防） 

 

利用不可 利用可 利用可 

資料２ 
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（２）新しい総合事業における体系 

旧体系 

サービス・事業 

新体系 

サービス・事業 
要支援者 

チェック

リスト該

当者 

一般高齢

者 

介護 

予防 

給付 

介護予防短期入所 

介護予防住宅改修など 
介護予防給付 利用可 利用不可 利用不可 

介護予防訪問介護 

介護予防通所介護 
介護予防・生活

支援サービス

事業 

利用可 利用可 利用不可 

二次予防事業 

 
利用可 利用可 利用不可 

一次予防事業 

 

一般介護予防

事業 
利用可 利用可 利用可 

 ① 介護予防・生活支援サービス事業 

    従来の二次予防事業と、介護予防給付の介護予防訪問介護・介護予防

通所介護サービスを統合し、要支援者とチェックリスト該当者（要支援

になる恐れのある者として従来二次予防対象者として把握されていた高

齢者）が共通の介護予防事業を利用する形態に変わります。 

   ア 事業の形態 

   （ア）訪問型サービス事業 

   （イ）通所型サービス事業 

   （ウ）生活支援サービス事業（配食・見守り） 

   イ サービス主体等からの分類 

   （ア）介護予防相当サービス（従来型） 

      従来の介護予防給付における介護予防訪問介護・介護予防通所介

護の指定基準に基づいて提供されるサービスです。 

      事業所指定を受けた介護事業者が主体となり、単位制による報酬

制度が設定されます。 

   （イ）サービスＡ（緩和されたサービス） 

      従来の介護予防給付における事業者の指定基準を緩和し、非介護

事業者や非介護職員が参画できるようにしたサービスです。 

      事業所指定を受けた事業者や各種法人等が主体となり、単位制に

よる報酬制度が設定されます。 

   （ウ）サービスＢ（住民主体によるサービス） 

      地域における住民活動やＮＰＯなどの多様な主体による訪問活

動・通いの場の設定などの介護予防に資する活動を地域資源ととら

えて地域の高齢者の利用につなげます。 
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   （エ）サービスＣ（短期集中サービス） 

      退院直後などの身体・生活機能が落ち込んでいる場合に集中的な

介護予防を実施し、機能回復と在宅生活の維持を図るサービスです。 

      基本的に市町村が主体となり直接又は委託の方法で実施します。 

     ※ （イ）～（エ）を「多様な主体によるサービス」といいます。 

② 一般介護予防事業 

   元気高齢者のみが利用していた従来の一次予防事業を要支援者も利用で

きるように変更し、特に通いの場を中心に、状態が悪化しても引き続き同

じ環境で事業の利用を継続できる形態に変わります。 

 ③ 新しいケアマネジメント（介護予防ケアマネジメント事業） 

   介護予防・生活支援サービス事業の実施に当たっては、利用者の状態に

合わせ、地域包括支援センターが「新しいケアマネジメント」として介護

予防事業と生活支援サービスを適切に組み合わせて提供することとなりま

す。（位置づけとしては介護予防・生活支援サービスの１事業です。） 

 

３．久喜市における新しい総合事業の考え方 

（１）従来型の給付は、制度移行時に際しては全量維持します。 

   従来要支援者向けに実施していた介護予防訪問介護及び介護予防通所介

護は、介護予防給付としては廃止となりますが、引き続き介護予防・生活

支援サービスの従来型サービスを、廃止する介護予防給付と同量確保し、

利用者の方に全員移行していただき、制度改正に際してサービスが利用で

きなくなる方が発生しないようにします。 

   事業者としては、従来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は制度

上の位置づけは変わるものの、引き続き同様の形態にて継続していただく

こととなります。 

（２）多様な主体によるサービスは、事業者において従来型サービスと並行し

て実施することができることとします。 

   利用者においてサービスの選択肢を増やすとともに、事業者にとって多

様な主体によるサービスに取り組むことの意義として、従来の事業を非介

護職員などの新たなマンパワーを利用して拡大することを可能とします。 

（３）従来の一次予防事業は、すべて一般介護予防事業に移行し、要支援者の

利用を可能とします。 

（４）現在本市で実施している介護保険外の生活支援にかかるサービスについ

ては、新しい総合事業への移行はせず、各事業とも現状の実施形態を維持

します。 
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４．久喜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（案）の概要 

（１）趣旨（第１条） 

   この要綱は、介護保険法（以下「法」という。）第１１５条の４５第１項

に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定

めるものです。 

（２）用語の定義（第２条） 

   要綱上の用語の定義は介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン

等の国の通知における用語の例によることとします。 

（３）総合事業の種類（第３条） 

  ① 総合事業は以下の２事業で構成されます。 

   ア 介護予防・生活支援サービス事業（法第１１５条の４５第１項第１

号に規定する第一号事業をいいます。以下「サービス事業」。） 

   イ 一般介護予防事業（法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事

業をいいます。） 

  ② 介護予防・生活支援サービス事業は以下の事業で構成されます。 

   ア 訪問型サービス事業（法第１１５条の４５第１項第１号イに規定す

る事業をいいます。） 

   イ 通所型サービス事業（法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る事業をいいます。） 

   ウ 生活支援サービス事業（法第１１５条の４５第１項第１号ハに規定

する事業をいいます。） 

   エ 介護予防ケアマネジメント事業（法第１１５条の４５第１項第１号

ニに規定する事業をいいます。） 

  ③ 一般介護予防事業は以下の事業で構成されます。 

   ア 介護予防把握事業 

   イ 介護予防普及啓発事業 

   ウ 地域介護予防活動支援事業 

   エ 地域リハビリテーション活動支援事業 

   オ 一般介護予防事業評価事業 

（４）サービス事業に要する費用の額（第４条） 

   サービス事業に要する費用の額は、サービスの種類ごとに別に定める単

位数に１単位の単価を乗じたものとします。 

（５）サービス事業支給費（第５条） 

   サービス事業支給費（法第１１５条の４５の３第１項の第１号事業支給

費、サービスＡの費用）は、基本単価による費用の額の１００分の９０（世

帯の所得等が一定額以上の場合は１００分の８０）に相当する額とします。 
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（６）事業対象者の支給限度額（第６条） 

   支給限度額は要支援１の介護予防サービス費等の区分支給限度基準額と

します。 

ただし、市長が必要と認めた場合、これを超える額を、要支援２の介護

予防サービス費等の区分支給限度基準額を上限として支給限度額とするこ

とができます。 

（７）給付管理（第７条） 

   訪問型サービス事業及び通所型サービス事業に係るサービス事業支給費

の給付管理は、前条に規定する部分を除き、国の通知の例によります。 

（８）同一月における同一種類の複数サービス事業所の併用に係る制限等（第

８条） 

   旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護の例によります。 

（９）事業対象者（チェックリスト該当者）の有効期間（第９条） 

   以下の期間を合算したものとします。 

  ① 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日

が属する月の末日までの期間 

  ② ２年間 

（１０）高額介護予防サービス費相当事業（第１０条） 

   介護保険法施行令第２９条の２の２及び第２９条の３の規定によります。 

（１１）総合事業に係る利用手続き（第１１条） 

   利用者または担当の地域包括支援センターが指定した指定居宅介護支援

事業所が届出を行う必要があります。 

（１２）総合事業の実施の委託（第１２条） 

   総合事業の実施は、法施行規則第１４０条の６９各号に掲げる基準に適

合する者に委託することができます。 

（１３）総合事業の利用料（第１３条） 

   別に定めるところにより、利用者に対して総合事業に要する費用の一部

の負担を求めることができます。 

（１４）他の例規への委任（第１４条） 

   この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定めます。 

（１５）附則 

   この告示は、平成２９年４月１日から施行します。 
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５．久喜市指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関す

る基準を定める要綱（案）の概要 

（１）総則（第１章：第１条―第３条） 

  ・ 趣旨：介護予防・生活支援サービス事業者の人員、設備及び運営に関

する基準を定めます。 

  ・ 用語の定義 

  ・ 一般原則 

  ・ 暴力団および暴力団関係者の排除 

（２）予防訪問介護相当サービス（第２章） 

  ① 基本方針（第４条） 

  ② 人員に関する基準（第５条・第６条） 

  ③ 設備に関する基準（第７条） 

  ④ 運営に関する基準（第８条―第３８条） 

   ・ サービス等に関する記録の保存年限は５年と定めます。（第３８条） 

  ⑤ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第３９条―第 

４１条） 

  ▼ 第２章は、第３８条を除き旧介護予防訪問介護の基準と同一です。 

（３）訪問型サービスＡ（第３章） 

  ① 基本方針（第４２条） 

  ② 人員、設備、運営に関する基準（第４３条） 

   ・ 従業者について、従来型の基準では介護福祉士または介護職員（都

道府県の養成研修を受講した者）を常勤換算で２．５人以上置く必要

があるところ、サービスＡにおいては、介護福祉士・介護職員以外の

者についても一定の条件を満たす場合は従業者とすることを認め、か

つ事業を適切に実施するのに必要な人員数であればよいこととします。 

   ・ サービス提供責任者について、従来型の基準では常勤の訪問介護員

等のうち利用者４０人につき１人を置くこととなっていますが、サー

ビスＡにおいては常勤の条件を付さず、事業を適切に実施するのに必

要な人員数であればよいこととします。 

  ③ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４４条―第 

４６条） 

・ 従来型の基準ではサービス計画を作成することとなっていますが、

サービスＡにおいては必要に応じて作成すればよいこととします。 

  ▼ 訪問型サービスＡについてのその他の基準は、予防訪問介護相当サー

ビスと同じです。 

 

 



7 

 

（４）予防通所介護相当サービス（第４章） 

  ① 基本方針（第４７条） 

  ② 人員に関する基準（第４８条・第４９条） 

  ③ 設備に関する基準（第５０条） 

  ④ 運営に関する基準（第５１条―第５９条） 

 ・ サービス等に関する記録の保存年限は５年と定めます。（第５９条）  

  ⑤ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６０条―第 

６４条） 

  ▼ 第４章は、第６０条を除き旧介護予防通所介護の基準と同一です。 

（５）通所型サービスＡ（第５章） 

  ① 基本方針（第６５条） 

  ② 人員、設備、運営に関する基準（第６６条・第６７条） 

   ・ 従来型の基準では介護職員の員数について利用者が１５人までの場

合は１人以上、１５人を超える場合は１５人を超える部分を５で除し

た数に１を加えた数を要することとなっていますが、サービスＡにお

いては利用者１５人までの場合は１人以上、１５人を超える場合は事

業を適切に実施するのに必要な人員数であればよいこととします。 

   ・ また、従来型の基準では生活相談員や看護職員を置くことになって

いますが、サービスＡにおいては不要とします。なお、従事者は介護

職員に限定しません。 

   ・ 設備について、従来型の基準では食堂、機能訓練室、静養室、相談

室及び事務室を設け、かつ食堂および機能訓練室は３平方メートルに

利用定員を乗じた広さを有することを求めていますが、サービスＡに

おいては全てのスペースを合わせて３平方メートルに利用定員を乗じ

た広さ以上で事業を提供するために必要な広さを確保すればよいこと

とします。 

  ③ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６８条―第 

７０条） 

   ・ 従来型の基準ではサービス計画を作成することとなっていますが、

サービスＡにおいては必要に応じて作成すればよいこととします。 

▼ 通所型サービスＡについてのその他の基準は、予防通所介護相当サー

ビスと同じです。 
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６．久喜市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関す

る要綱（案）の概要 

（１）趣旨（第１条） 

   この要綱は、久喜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める

指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものです。 

（２）用語の定義（第２条） 

（３）指定の申請（第３条） 

  ・ 指定申請を行うことができる者は、法人とします。 

  ・ 指定申請の様式を定めます。 

  ・ 指定申請に対しては、審査の上要件を充たしていると認められる場合

は、指定通知書を発行します。 

  ・ 指定通知書は、事業所の見やすい場所に掲示します。 

（４）指定の拒否（第４条） 

   予定のサービス量を超過する場合ほか本市の総合事業の円滑な実施上支

障が生じる恐れがある場合、市は事業所の指定を拒否することができます。 

（５）指定の有効期間（第５条） 

  ① みなし指定の事業所 ３年間（平成２７年４月１日でみなされている

扱いとなりますので、既存事業所の指定有効期限は平成３０年３月３１

日となります。） 

  ② それ以外〔総合事業開始以降に新規指定を受けた事業所〕 ６年間 

（６）変更の届出等（第６条） 

   変更・廃止・休止・再開の各場合について届出の様式を定めます。 

（７）指定の辞退（第７条） 

   指定を受けた事業所が自ら辞退したい場合の届出の様式を定めます。 

（８）指定の更新の申請（第８条） 

   指定更新申請の様式を定めます。 

（９）事業所情報の提供（第９条） 

   市は、指定事業所に関する以下の情報を公表するとともに、埼玉県及び

国民健康保険団体連合会に対して、情報提供します。 

  ① 事業所の名称及び所在地 

  ② 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地、代表者の氏名 

  ③ 指定年月日 

  ④ 事業開始年月日 

  ⑤ 運営規程 

  ⑥ 介護保険事業所番号 

（１０）その他（第１０条） 

    その他必要な事項は市長が別に定めます。 


