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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 

※厚生労働省資料を一部改変 

２ 



基準 現行水準のサービス 多様なサービス 

サービス
種  別 

訪問介護 訪問型サービスＡ 
（緩和したサービス） 

訪問型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

訪問型サービスＣ 
（短期集中 

予防サービス） 

訪問型サービスＤ
（移動支援） 

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電
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 

○既にサービスを受けてい
て、サービスの利用継続が
必要なケース 
○訪問介護員によるサービ
スが必要なケース 

状況等を踏まえながら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
改善が必要なケース 
 

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 
（例） 

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 

国の示す地域支援事業における訪問型サービスのイメージ 
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基準 現行水準のサービス 多様なサービス 

サービス
種  別 

通所介護 通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサー
ビス） 

通所問型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

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 

ミニディサービス 
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 

○既にサービスを受けていて、サー
ビスの利用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 

状況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 
 

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
（例） 

通所介護事業者の従業者 主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職 

通所型サービス 
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国の示す地域支援事業における通所型サービスのイメージ 



  
  
 

②保険者は、地域支援事業に
おいて、現行の給付と同水準
のサービスのほか、基準を緩
和したサービス、その他の多
様なサービスの供給が可能 

①要支援（１・２）の予防給付の一部を、地域支援事業に移行 
 （各保険者は平成29年４月までに移行しなくてはならない） 
 →予防給付のうち、介護予防訪問介護、介護予防通所介護を 
 「地域支援事業」の「介護予防・生活支援サービス事業」として実施する。 
 →上記以外の介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリ 
 テーションなど）は、給付サービスとして継続。 

・現行水準（国基準）のサービスの
提供 
 
 要支援者に対する訪問・通所の
サービスについては、現在の利用者
に混乱を生じさせないよう総合事業
においても必要に応じて現行水準の
ものを提供できるよう配慮する。 

・緩和した基準のサービスの提供 
 
 サービスの費用の設定、事業所
の設置基準等、近隣市の状況を踏
まえつつ、利用者と事業者にもバ
ランスのとれた基準となるよう検
討。 
 また、加算基準を設けることで、
効果的なサービスが行われるよう
に配慮。 

・住民主体によるサービス 
 
 生活支援コーディネーターによ
る地域資源の育成・発掘等により、
既存・新規の地域資源によるサー
ビスが供給されることを目指す。 
 

平成27年度の介護保険制度改正による変更 

三鷹市における介護予防・日常生活支援総合事業の方向性 
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三鷹市の介護予防・日常生活支援総合事業 



サービス類型等 実施主体 

訪問型サービス 
 

（第１号訪問事業） 

◆現行の予防訪問介護相当 
 現行サービスが必要な要支援者には、現行水準のサービスを提供 
 

予防訪問介護事業者 

◆三鷹市独自基準のサービス（訪問型サービスＡ） 
 当面は既存事業者（有資格者）によるサービス供給を予定 
 今後、事業に係る研修修了者によるサービスも展開予定 
 （→市の指定する研修の修了者が緩和したサービスに従事可） 
 

予防訪問介護事業者等 

通所型サービス 
 

（第１号通所事業） 

◆現行の予防通所介護相当 
 現行サービスが必要な要支援者には、現行水準のサービスを提供 
 

予防通所介護事業者 

◆三鷹市独自基準のサービス（通所型サービスＡ） 
 既存事業者等による供給を予定 
 

予防通所介護事業者等 

三鷹市のサービス類型 
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三鷹市における介護予防・生活支援サービス事業の展開（Ｈ２８） 



訪問型サービス 現行水準のサービス 緩和した基準のサービス 

単 
 
 
位 

単 位 

介護予防訪問介護費（Ⅰ） 1,168単位／月 
介護予防訪問介護費（Ⅱ） 2,335単位／月 
介護予防訪問介護費（Ⅲ） 3,704単位／月 
 
初回加算 200単位 
生活機能向上連携加算 100単位 
処遇改善加算 

訪問介護（有資格者）  255単位／回 
訪問介護（研修修了者） 205単位／回 
 ※三鷹市の指定する研修を修了した者 
  （みたかふれあい支援員）によるサービス 
 
初回加算 200単位 

円／単価 10.7円 10.7円 

基 
 
 
準 

人 員 

①管理者：常勤・専従１人（業務に支障がない場合、
他職種、同一敷地内他事業所等の勤務に従事可能） 
②訪問介護員等：常勤換算2.5人以上（介護福祉士、
介護職員初任者研修等修了者であること） 
③サービス提供責任者：40人毎に１人以上（介護福
祉士、実務研修修了者等） 

①管理者：常勤・専従１人（業務に支障がない場合、他職
種、同一敷地内他事業所等の勤務に従事可能） 
②従事者：１人以上必要数（管理者との兼務不可）介護福
祉士、介護職員初任者研修等修了者又は市の指定する研修
修了者であること。 
③訪問事業責任者：従業者のうち１人以上必要数（要介護
者と一体型で運営する場合、サービス担当責任者は現行の
予防訪問介護の基準の範囲内で訪問事業責任者を兼務可） 

設 備 
・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 
・必要な設備・備品等 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 
・必要な設備・備品等 

その他 提供時間は45分以上60分未満（身体介護なし）とする 

緩和した基準のサービス 
・家事援助のみ（身体介護なし） ・実績払いとする 
・有資格者（介護福祉士、訪問介護員（ヘルパー））のほか、市の指定する研修の修了者による従事を可能とする。 
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訪問型サービスの単位・基準（案） 



緩和した基準のサービス ・実績払いとする  

通所型サービス 現行水準のサービス 緩和した基準のサービス 

単 
 
 
位 

単 位 

要支援Ⅰ          1,647単位／月 
要支援Ⅱ          3,377単位／月 
 
若年性認知症利用者受け入れ加算  240単位 
生活機能向上グループ活動加算   100単位 
運動機能向上加算         225単位 
栄養改善加算           150単位 
口腔機能向上加算         150単位 
事業所評価加算          120単位 
処遇改善加算ほか（略） 

通所送迎なし（1.5時間以上３時間未満） 305単位 
通所送迎あり（1.5時間以上３時間未満） 345単位 
通所送迎なし（３時間以上）       325単位 
通所送迎あり（３時間以上）       365単位 
 
運動機能向上加算            225単位／月１回 
口腔機能向上加算            150単位／月１回 
事業所評価加算             120単位／月１回 
リハビリテーション専門職配置加算    150単位／月１回 
（ＰＴ．ＯＴ．ＳＴ） 

円／単価 10.45円 10.45円 

基 
 
 
準 

人 員 

①管理者：常勤・専従１人（業務に支障がない場
合、他の職種、同一敷地内の他事業所等の職務に
従事可能） 
②生活相談員：専従１人以上 
③看護職員：専従１人以上 
④介護職員 
 15人以下：専従１人以上 
 15人超 ：利用者１人につき専従0.2人以上 
（※生活相談員又は介護職員の１人以上は常勤） 
⑤機能訓練指導員：１人以上 

①管理者：常勤・専従１人（業務に支障がない場合、他の職
種、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能） 
②従事者：利用者15人まで専従１人以上（15人超は５人毎に
専従１人以上、管理者との兼務不可） 
 
 

設 備 
食堂及び機能訓練室（合計面積：利用定員×３㎡
以上）・静養室・相談室・事務室・消火設備等 

サービスを提供するために必要な場所 
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通所型サービスの単位・基準（案） 



通所型サービス 現行水準のサービス 緩和した基準のサービス 

基 
 
 
準 

人 員 

①管理者：常勤・専従１人（業務に支障がない場合、
他の職種、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可
能） 
②生活相談員等：専従１人以上 
③看護職員：専従１人以上 
④介護職員 
 15人以下：専従１人以上 
 15人超 ：利用者１人につき専従0.2人以上 
（※生活相談員又は介護職員の１人以上は常勤） 
⑤機能訓練指導員：１人以上 
 

同一の場所で、同時に供給する場合、現行水準のサービス
の基準をみたしていることで、緩和した基準のサービスも、
人員・設備基準をみたしているとみなします。 
 
 

設 備 
食堂及び機能訓練室（合計面積：利用定員×３㎡以
上）・静養室・相談室・事務室・消火設備等 

同上 
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現行水準のサービスと緩和したサービスを同時に提供する場合（案） 



  

 ◆訪問型サービス 
  
 ・現在の予防訪問介護の利用者に対しては、平成28年度以降最初の介護認定の更新までは、引き続き同じサービス 
  の提供となります。 
 
 ・平成28年度以降最初の更新後は、介護予防ケアマネジメントに基づき、現行水準のサービスと緩和したサービス 
  のいずれかのサービスを提供することになります。 
  （身体介護が必要など、一定の理由のある利用者に対しては、現行水準サービスの利用が想定されます。） 
  
 ・有資格者と研修受講者による訪問サービスとは 
   緩和したサービスにおいては、有資格者によるサービス以外に、三鷹市の指定する研修の修了者によるサービ 
  スを導入します。（三鷹市の実施する研修については、平成28年度からの実施になります。） 
 
 
 ◆通所型サービス 
  
 ・現在の予防通所介護の利用者に対しては、平成28年度以降最初の介護認定の更新までは、引き続き同じサービス 
  の提供となります。 
  
 ・平成28年度以降最初の更新後は、介護予防ケアマネジメントに基づき、現行水準のサービスと緩和したサービス 
  のいずれかのサービスを提供することになります。 
  （専門的なサービスを必要とするなど、一定の理由のある利用者に対しては、現行水準サービスの利用が想定さ 
  れます。） 
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利用者のサービスの移行 



 

 ≪その他≫ 
 
 ◆三鷹市以外が保険者の利用者について 
   三鷹市の定める介護予防・日常生活支援総合事業（サービス）の単価・基準は、三鷹市が保険 
  者である利用者のみを対象としたものです。三鷹市以外が保険者である利用者に対して提供する 
  サービスの単価・基準については、それぞれの保険者（市町村）にご確認ください。 
  
 ◆契約書について 
   現在の要支援者に対する訪問・通所サービスの利用者との契約については、総合事業に移行す 
  る際に新たに契約書を交わす必要があります。 
  
 ◆負担割合について 
   利用者の負担割合については、１割又は２割での適用となりますので、負担割合証でご確認く 
  ださい。 
  
 ◆請求について 
   介護報酬の請求は、緩和した基準のサービスにおいても、東京都国民健康保険団体連合会に請 
  求することになります。 
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 ◆総合事業への移行に当たって 
 
  総合事業の実施に伴い、その前日である平成27年３月31日において介護予防訪問介護・介護予 
 防通所介護の指定介護予防サービス事業者である事業者は、当該施行日において（指定を受けた 
 ものとみなされ）、総合事業の指定事業者となっています。（事業所からの指定申請、体制届出 
 書は不要） 
 
 １ みなし指定期間は一律３年です。（平成30年以降の指定には更新が必要） 
 
 ２ 予防給付から総合事業への移行期間である平成28年度は、予防給付（指定介護予防サービス 
  事業者の指定）による指定の効力も残ります。みなし指定を希望しない場合以外、総合事業と 
  予防給付の２つの効力を持つことになります。 
 
 ３ みなし指定期間が終了後、事業を継続する場合は、保険者（市町村）から指定の更新を受け 
  る必要があります。 
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総合事業に係る事業所の指定等① 



※ ただし、事業費算定に係る体制等に関する届出は必要 

指定時期 
現行（予防給付） 
水準のサービス 

三鷹市独自緩和型 
のサービス  

（サービスＡ） 

平成27年3月31日時点で 
介護予防訪問介護・通所介護の
指定を受けている事業所 

申請不要 
 

（みなし指定） 
申請不要※ 

平成27年４月１日以降に 
介護予防訪問介護・通所介護の
指定を受けた事業所 

申請必要 申請必要 

指定申請 

総合事業に係る事業所の指定等② 
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スケジュール 

平成28年２月上旬 
介護予防・生活支援サービス事業 
事業者指定申請受付開始 

平成28年 ２月下旬 
介護予防・生活支援サービス事業 
平成28年4月1日事業開始分指定申請の受付締切 

平成28年 ３月下旬 
介護予防・生活支援サービス事業 
平成28年4月1日事業開始指定事業者の公表 

総合事業に係る事業所の指定等③ 
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≪今後の予定≫ 

 
 
 平成２７年１２月  人員・設備基準・サービスコード公表 
           事業者説明会 
 
 平成２８年１～２月 介護予防・日常生活支援総合事業のパンフレットによる市民周知（配布） 
 
 平成２８年２月上旬 介護予防・生活支援サービス事業 事業者指定申請受付開始 
 
 平成２８年２月下旬 介護予防・生活支援サービス事業 平成28年４月１日事業開始分指定申請 
           受付締切 
 
 平成２８年３月   介護予防・日常生活支援総合事業の周知（ＨＰ・広報） 
 
 平成２８年３月下旬 平成28年４月１日事業開始指定事業者の公表 
 
 平成２８年４月   介護予防・日常生活支援総合事業開始 
           「みたか日常生活チェックシート」対応開始 
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