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八尾市介護予防・日常生活支援総合事業 Q&A（事業者向け） 

 

※ 回答内容は作成日時点のものであり、今後変更となる場合があります。 

※ 網掛け箇所が今回追加分です。 

 

＜現行相当サービス関係＞ 

Q１ 

予防給付と介護予防・生活支援サービスは請求のサービスコードが違う以外に利

用者にとって、違いはありますか。 

現行相当とは、現在の予防給付サービスと何が違うのでしょうか。報酬が少し低

くなるのでしょうか。今の予防給付とサービスＡ（基準緩和）の間ということで、

定款を変更するだけでよいでしょうか。 

訪問介護・通所介護の現行相当とはどういうサービスになるのでしょうか。以前

の内容と同じサービスが受けられるのでしょうか。少々の変更があるのでしょう

か。 

利用者の負担分はどのようになるのでしょうか。違う形でサービスを利用できる

のでしょうか。 

A１ 

平成 29年度につきましては、予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）

と介護予防・生活支援サービス（訪問型・通所型サービス（現行相当））は、同様

のサービス内容と考えていただいて結構です。サービス基準、内容、報酬、利用

者の負担等に違いはありませんが、お見込みのとおり、請求の際のサービスコー

ドが異なります。なお、定款につきましては、変更が必要となります。 

 

Q２ 

「平成 29年度も八尾市は現行通り」と聞きますが、移行スケジュールを見ると、

更新者から順次、総合事業に変わっていきますが、現行通りとは、何が現行通り

でしょうか。総合事業の訪問型サービスＡ～Ｄ、通所型サービスＡ～Ｃを行う事

業所委託はせず、現行通りの事業者のみの意味でしょうか。今、利用している予

防給付サービスが変わらず、現行通りに継続でき、名前が総合事業になることを

指すのでしょうか。 

A２ 

現行相当につきましては、上記「A１」に記述のとおりです。平成 29年度につき

ましては、訪問型Ａ～Ｄ、通所型Ａ～Ｃは実施いたしません。みなし指定の事業

者と、みなし指定以外の事業者で改めて指定を受けられた事業者が現行相当のサ

ービスを実施できます。 
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Q３ 介護予防・生活支援サービスの単価を教えてください。 

A３ 
平成 29 年度につきましては、現行相当サービスのみ実施であり、現行の介護予

防訪問介護・介護予防通所介護と同様です。 

 

Q４ 平成 29年度以降も現行の生活援助が出るご利用者がいらっしゃいますか。 

A４ 

介護予防給付のうち訪問看護・福祉用具等につきましては、平成 29 年度以降も

継続となります。ただし、介護予防訪問介護・介護予防通所介護につきましては、

平成 29 年度中に更新の人から、随時、訪問型・通所型サービス（現行相当）に

移行していきます。 

 

Q５ 

要支援の人で、現在、介護予防訪問介護のサービスを利用中の場合、いずれは移

行するとはいえ、認定期限が切れるまで、サービスを継続することはできますで

しょうか。 

A５ 

更新申請までの間、介護予防訪問介護サービスを継続することが可能です。更新

申請の際、改めて、要支援１・２の認定結果が出ましたら、訪問型サービス（現

行相当）を利用できます。 

※サービス名称やサービスコードの変更はありますが、サービス基準・内容等の

変更はありません。「Ａ１」に記述のとおりです。 

 

Q６ 総合事業サービスの利用料等の詳細内容及び請求方法を教えてください。 

A６ 

平成 29 年度の総合事業の内容については、「A１」に記述のとおりです。請求方

法については、平成 29 年度中の更新の人より、順次、総合事業に移行していく

ため、改めて、要支援１・２の認定結果が出ましたら、訪問型・通所型サービス

（現行相当）を利用できますが、請求の際のサービスコードは異なります。請求

方法は現状どおりであり、国保連合会が審査業務を実施します。 
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Q７ 

利用者が介護予防・生活支援サービス事業を利用することでサービス報酬や契約

などの変更があれば詳しく教えてください。 

通所介護から地域支援事業へ移行することでサービス報酬の変更があれば、詳し

く説明してください。厚生労働省老健局振興課の介護予防・日常生活支援総合事

業の基本的な考え方の中で「単価が低い場合には利用料も軽減」と記載がありま

す。説明をお願いします。 

A７ 

「A１」に記述の通りです。契約につきましては、総合事業のサービスを開始す

るまでに、契約書や重要事項説明書の記載内容や名称を適宜変更してください。 

※名称変更内容の案 

「介護予防訪問介護」 → 「第１号訪問事業」 

「介護予防通所介護」 → 「第１号通所事業」 

 

Q８ 要支援の利用者は、いつの段階で総合事業に移りますか。 

A８ 

平成 29 年３月 31 日までに要支援認定を受けている人は、平成 29 年４月１日以

降、認定更新までは予防給付、認定更新後からは、介護予防・日常生活支援サー

ビス事業の対象となります。 

 

Q９ 
総合事業になったら、現在の予防など含め、実際に事業所として変わる部分を教

えてください。 

A９ 

請求の際のサービスコードが異なりますが、総合事業に移行した場合も、原案作

成委託業務については引き継がれることを想定しています。この場合の利用料・

原案作成業務委託料については予防給付と同様です。 

 

Q10 

平成 30 年以降の認定更新時、基本チェックリストを実施する場合、①心身の状

態が比較的安定している。②介護予防サービスを利用する可能性が低い人。は誰

がどのように判断するのでしょうか。 

A10 
平成 30 年度以降の基本チェックリストの実施に関する詳細につきましては、改

めて、平成 29年度中にお示しいたします。 

 

Q11 他市町村の受け入れについて説明お願いできますでしょうか。 

A11 
説明会資料の他市町村の住民に対するサービス提供時の注意点をご参照くださ

い。 
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Q12 
総合事業の対象者は介護保険証の要介護状態区分等の欄にどのように記載される

のでしょうか。総合事業でしょうか。 

A12 
平成 29年度につきましては、現行と同様になります。平成 30年度以降の介護保

険証への記載内容については、平成 29年度中にお伝えします。 

 

Q13 生活保護世帯の方の介護予防給付はどうなりますか。 

A13 

介護予防給付から移行する総合事業の現行相当サービスのご質問かと存じます。

総合事業の訪問型・通所型サービス（現行相当）は、予防給付と同様、生活保護

法における介護扶助の対象となります。従前どおり、生活福祉課より介護券が発

行される予定です。 

 

Q14 通所リハビリテーションと通所介護は併用可能になるのでしょうか。 

A14 これまでの予防給付の考え方と同様に、併用することはできません。 

 

Q15 通所リハビリテーションは総合事業となるのか。 

A15 通所リハビリテーションは、予防給付のままで変更ありません。 

 

Q16 
事業所所在地が A市 住民票が八尾市 保険者が B市 

上記の場合、サービスコードはどこのものを使用しますか。 

A16 

住所地特例適用被保険者に対しては、施設所在市町村がサービス提供等を行うこ

ととされていることから、八尾市に住民票がある他市の被保険者の場合は、事業

所所在地にかかわらず、八尾市のサービスコードを使用してください。 

 

Q17 

総合事業に移行した後、要支援の方も要介護の方のように、３時間以上５時間未

満、５時間以上７時間未満等、利用時間によって単位が異なる市があるとお聞き

しましたが、八尾市はどのようにされますか。 

A17 

平成 29年４月に開始する総合事業の訪問型（訪問介護相当サービス）・通所型（通

所介護相当サービス）サービスは、予防給付と同等のサービス提供内容としてい

ることから、時間毎のサービスは実施いたしません。 
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Q18 

通所型サービス（みなし） 

A51113 通所型サービス１回数 378単位 

A51123 通所型サービス２回数 389単位 

上記は、介護予防通所介護にはありませんが、どのような場合に適応するのでし 

ょうか。 

A18 

平成 29年４月に開始する総合事業の訪問型（訪問介護相当サービス）・通所型（通

所介護相当サービス）サービスは、予防給付と同等のサービス提供内容としてい

ることから、報酬についても予防給付と同等の月額包括単位の設定となるため、

１回での算定は適用しないため、おたずねのコードを使用することはありません。 

 

Q19 加算の取扱いについては、ホームページ等に掲載されてますでしょうか。 

A19 
八尾市のサービスコード表をホームページに掲載しておりますので、サービスコ

ード表の掲載内容を参考にご確認ください。 

 

Q20 

総合事業の予防給付からの変更点 

・介護予防通所介護 → 終了でも月額包括報酬 

・総合事業 → 月途中開始、終了の場合は契約日、契約解除日を起算日として、

日割りで算定 

利用者のキャンセル（お休み）を日割り計算するのでしょうか。 

A20 
月額包括報酬のため、キャンセル（お休み）による日割り計算は行いません。契

約開始月、契約終了月が日割りの算定対象となります。 

 

Q21 

訪問型（訪問介護相当サービス）・通所型（通所介護相当サービス）サービスの日

割りについて、契約日を起算日として日割りを行うのか、それとも初回サービス

提供日を起算日として適用するのか、どちらでしょうか。 

A21 

総合事業の月額包括報酬の日割り請求については、月途中でサービスを開始した

場合は、契約日を起算日として日割り計算を行うこととされており、起算日とは、

サービス提供開始日ではなく、サービス事業者との契約締結日となります。ただ

し、当該契約月にサービス利用がなく、翌月からサービス利用を開始した場合、

当該契約月については日割り計算をすることなく、翌月の初日（１日）が起算日

となります。 
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Q22 

訪問型（訪問介護相当サービス）・通所型（通所介護相当サービス）サービスの日

割りについて、契約解除をせずに一時的に入院する場合等は、月額包括報酬とな

りますか。また、死亡した場合はどのようになりますか。 

A22 

医療機関への入院に伴い月途中でサービス利用が中断した場合または、医療機関

からの退院に伴い月途中からサービス利用を再開した場合は、日割り計算は行い

ません。なお、医療機関への入院に伴い、サービス利用契約を解約した場合は、

契約解除日を起算日として日割り請求を行うこととなります。死亡に関しても、

契約解除日までの日割り請求を行うこととなります。 

 

Q23 
区分変更を行い、決定となるまでの間、サービス提供はどのようにすれば良いで

しょうか。 

A23 

区分変更中のサービスの提供方法については、予防給付と相違ありません。区分

変更申請の結果、区分変更（要支援１⇔要支援２）された場合には、区分変更日

から総合事業のサービスへ移行となり、区分変更日が日割りの起算日となります。

また、区分変更（要介護→要支援）の場合は契約日が日割りの起算日となります。 

 

Q24 

みなし指定事業所において、サービス提供体制強化加算の取扱いは介護予防通所

介護の実績を勘案されるのでしょうか。 

みなし指定外事業所が平成 29 年４月１日以降、総合事業の指定を受けた場合、

サービス提供体制強化加算の取扱いは、新たに事業を開始した事業所として取り

扱われるのでしょうか。 

A24 

みなし指定・指定外に関わらず、介護予防通所介護の前年度実績を勘案して加算

を算定します。 

また、平成 29 年４月１日以降、みなし指定外事業所が総合事業の指定を受けた

場合においても、新たに事業を開始した事業所とは扱いません。 

 

＜事業者指定関係＞ 

Q１ 
平成 28 年４月開設のため、事業者指定を受ける詳細（申請書類など）を教えて

いただけますでしょうか。 

A１ 指定の詳細や申請書類の様式は、今後、ホームページに掲載予定です。 

 

Q２ 
訪問介護・通所介護は指定を自動更新や年度によっては再度更新指定とあります

が、居宅支援事業所は指定登録などを行う必要がありますでしょうか。 

A２ 既に指定登録されている居宅支援事業所は、手続きの必要はありません。 
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Q３ 総合事業になった時、総合事業を実施する事業者は足りていますか。 

A３ 

平成 29 年度は現行相当のみ実施であり、現行の介護予防訪問介護・介護予防通

所介護の事業所によるサービス提供が可能となりますので、問題ないと考えてお

ります。（指定が必要な場合あり） 

 

Q４ 

総合事業における介護予防訪問介護に相当するサービスについて、平成 29 年度

の介護職員処遇改善加算の取扱いは今まで通りでしょうか。また、加算の届出は

必要でしょうか。 

A４ 届出書類の様式等、詳細は後日、ホームページに掲載予定です。 

 

＜定款関係＞ 

Q１ 

介護予防訪問介護を利用されている利用者が訪問介護相当サービスを利用するこ

とになった場合、契約書、重要事項説明書を改めて取り交わす必要がありますか。

変更部分のみ抜粋した同意書への署名押印でも良いのでしょうか。 

A１ 
変更部分のみを抜粋した同意書ではなく、総合事業用に契約書、重要事項説明書

を作成していただき、更新時に利用者との契約締結をお願いします。 

 

Q２ 
当該事業は、事業種別として、何に分類されるのでしょうか。また、定款にはど

のように反映させればよいのでしょうか。 

A２ 

介護保険法第 115条の 45第１項に規定する事業となります。 

※名称変更の案 

「介護予防訪問介護」 

 → 「介護保険法に基づく介護予防訪問介護及び第１号訪問事業」 

 

「介護予防通所介護」  

→ 「介護保険法に基づく介護予防通所介護及び第１号通所事業」 

 

平成 30 年３月 31 日までは、「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」を実施

することも想定されるため、当該文言を削除しないようにしてください。 

 

Q３ 

総合事業を開始するにあたって、定款の変更が必要となりますが、事業開始前の

平成 29年３月 31日までに記載するのでしょうか。変更届は提出するのでしょう

か。 

A３ 
事業開始前の平成 29年３月 31日までに記載をお願いします。変更届につきまし

ては、提出していただく必要はありません。 
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Q４ 定款等の変更には、法務局での手数料はかかりますか。 

A４ 
各種変更手続きに関する手数料は、通常どおりとなります。詳しくは法務局にお

たずねください。 

 

Q５ 

医療法人で、事業所名を列記する手法で記載している場合、定款変更の必要はあ

りますか。 

（例） 

○○○○は、次の業務を行う。○○○○訪問介護ステーション 

○○○○は、次の業務を行う。○○○○デイサービスセンター 

A５ 変更の必要はありません。 

 

Q６ 

居宅介護支援事業所については、「介護保険法に基づく居宅介護支援事業、介護予

防支援事業」を介護保険法基づく居宅介護支援事業、介護予防支援事業又は第１

号介護予防支援事業」と変更する必要はありますか。 

A６ 

第１号介護予防支援事業については、地域包括支援センターが実施するものであ

り、原案委託を受託いただいている居宅介護支援事業所は地域包括支援センター

からの一部委託となるため、定款の変更は必要ありません。 

 

＜ケアプラン関係＞ 

Q１ 

総合事業になった時には、ケアマネジャーは、いつ交代となりますか？ 

要支援者（介護予防・生活支援サービスのみの利用者）のケアプランは誰が担当

するのでしょうか。 

A１ 

総合事業に移行した場合も、介護予防ケアマネジメントについては地域包括支援

センターが実施し、原案作成委託業務については継続となりますので、引き続き

原案作成業務の受託について、ご協力をお願いいたします。そのため、総合事業

への移行によるケアマネジャーの交代は想定しておりません。 

 

Q２ 
要支援の利用者が「非該当」となり、一般介護予防事業を利用する場合は、ケア

マネジャーとしての関わりは、終わりになりますか。 

A２ 
対象者が一般介護予防事業を利用することとなった場合は、ケアプラン作成等は

不要になるため、ケアマネジャーとしての関わりは終了になります。 
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Q３ 

平成 29年４月１日更新の人が要支援となり、「介護予防・生活支援サービス事業」

に変わると、利用料・ケアプラン委託料はどのように変わりますか。 

平成 29年４月からは、新規申請で要支援の認定・更新毎に要支援認定であれば、

総合事業へ切り替わるとのことですが、切り替わると居宅のケアマネは、今まで

のような予防プランのように、地域包括支援センターからの委託契約で委託料と

いう形になるのでしょうか。その場合、委託料はいくらになるでしょうか。 

A３ 

総合事業に移行した場合も、介護予防ケアマネジメントについては地域包括支援

センターが実施し、原案作成委託業務については継続となりますので、引き続き

原案作成業務の受託について、ご協力をお願いいたします。平成 29 年度の総合

事業における、利用料・原案作成業務委託料については、これまでの予防給付と

同様です。 

 

Q４ 

平成 29年 4月 1日以降の認定となる（平成 29年 3月 31 日期限）方で要介護認

定か要支援認定かが微妙なケースは利用者への説明に時間を要する事になると考

えられる為、認定審査会を早める等配慮いただけるのでしょうか。 

A４ 
介護認定審査会の取り扱いについては、これまでと同様です。総合事業利用の可

能性がある場合は、事前のご説明をお願いいたします。 

 

Q５ 

介護予防・日常生活支援サービス事業の計画作成も従来通り、居宅介護支援事業

所が委託を受けることになるのでしょうか？また、その際の計画作成の流れはど

のようになるのでしょうか。 

こちらが業務委託する場合、訪問介護の予防サービスと通所介護の生活支援サー

ビスを位置づける際、１つの計画書になりますか。生活支援サービス利用者を当

方で業務委託を受け持つ場合、計画書の書式は今までの予防支援と同じ形式にな

りますか。 

A５ 

総合事業に移行した場合も、介護予防ケアマネジメントについては地域包括支援

センターが実施し、原案作成委託業務については継続となりますので、引き続き

原案作成業務の受託について、ご協力をお願いいたします。平成 29 年度の総合

事業における計画作成の流れについては、予防給付と同様です。 
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Q６ 

総合事業開始にあたって、介護ソフトに必要事項を入力しなければなりません。

請求データの提出先について、提出先は「国保連合会」、「市町村」どちらになり

ますでしょうか。 

A６ 

総合事業に移行した場合も原案委託を受託いただいている居宅介護支援事業所の

請求データの提出先は、予防給付と同様となるため、請求データの提出先は、市

町村となります。 

 

Q７ 

市役所から無料配布されている介護予防ケアプラン作成のソフトについてです

が、総合事業が加わることによっての更新は無料で行われるのですか。 

※事業所が独自に導入する必要があるのですか。 

A７ 

現在、ブレインサービスのソフトを利用されている事業者につきましては、独自

に導入する必要はありません。平成 29年３月より、順次、総合事業のサービスコ

ードに対応したソフトを配布予定です。ブレインサービス以外のソフトを利用さ

れている事業者は、ソフトの開発元に直接、お問い合わせください。なお、介護

予防ケアマネジメントサービスコードについては、大阪府で使用する４ケタの数

字を八尾市のホームページに掲載しています。 

 

Q８ 

原案作成委託業務を受託している居宅介護支援事業所ですが、総合事業開始にあ

たり、介護ソフトに必要事項を入力する必要がありますが、請求データの提出先

は、「国保連合会」、「市町村」のどちらになりますでしょうか。 

A８ 

請求データの提出先は、市町村となります。 

原案作成委託業務を受託いただいている居宅介護支援事業所の請求の流れについ

てですが、介護予防支援費の請求データは、以前と同様に基幹型の地域包括支援

センターに提出していただいた後、地域型の地域包括支援センターから国保連合

会へデータを送付する流れとなります。 

介護予防ケアマネジメントの請求データは、基幹型の地域包括支援センターに提

出していただいた後、基幹型の地域包括支援センターから国保連合会へデータを

送付する流れとなります。提出先の変更はございません。 
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＜多様なサービス関係＞ 

Q１ 

 

現在、相互の助け合いとして自宅の掃除、布団、洗濯干し、買物、ゴミ出しなど

を行っています。新総合事業訪問型サービスＢの受託できる場合の要件なども教

えてください。事務費や事務所家賃などの補助はありますでしょうか。 

通所サービスＢを受ける場合、利用頻度や１回の利用時間や実施者の資格はどの

ようになりますでしょうか。利用料も開設の際の補助金についても、教えてくだ

さい。 

新総合事業の現行相当以外の多様なサービスを行うところは、どのようなところ

を考えられておりますでしょうか。 

担当する利用者に対して、訪問型サービスＢ・Ｄ、通所型サービスＢへ紹介、利

用した際、事故などが発生した場合、誰がどのように責任をとるのでしょうか。

Ｂ・Ｄのサービス事業者へ住民主体やボランティアのため、紹介や情報提供を行

ったケアマネに対して、家族が責任を求めてきた場合、どのように対応すればよ

いでしょうか。 

利用している訪問介護事業所が総合事業の訪問型サービスＡに参入したとして

も、現在の介護予防訪問介護より、低報酬になる公算が大きいと言われており、

事業所も採算をとるために色々と工夫してくることも予想され、サービス全体の

質も低下につながっていくのではないでしょうか。 

通所介護や訪問介護Ａ・Ｂ・Ｃについて、住民主体による支援とは、どのような

事業なのでしょうか。住民主体でも介護報酬対応なのでしょうか。また、その場

合、資格要件などはどのようになるのでしょうか。 

訪問型サービスＡに対し、人員などを緩和した基準へ達するのは自治体の研修修

了者を４月までに何名必要なのでしょうか。詳しく教えていただけないでしょう

か。 

訪問型サービスＡの緩和の基準については、内容、単価、どのようなことを指す

のでしょうか。 

平成 30 年４月以降、訪問型サービス費・通所型サービス費、介護予防ケアマネ

ジメントのプラン料の報酬改正はありますか。 

八尾市独自のサービス（訪問型サービス・通所型サービス・生活支援サービス）

の内容や報酬はいつぐらいを目途にはっきりわかりますか。 

A１ 

八尾市におきましては、平成 29 年度は現行相当のみ実施のため、多様なサービ

スは実施いたしません。多様なサービスにつきましては、平成 30 年度からの３

か年を計画期間とする「第 7期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」

の計画策定において、平成 30 年度以降の整備を検討していきます。多様なサー

ビスの内容が決まり次第、改めてお知らせいたします。 
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＜その他＞ 

Q１ 

総合事業の会計処理の按分について、介護予防訪問介護・訪問介護・居宅支援と

会計処理を別々に行っておりますが、総合事業のサービスについては、介護予防

内で良いのか、別に按分する必要があるのでしょうか。 

A１ 別々に会計処理をお願いします。 

 


