
平成29年4月1日

番号 質問 回答

１
１回あたりの単位を233単位とした理
由は。

厚生労働省の「介護予防・日常生活支
援総合事業のガイドライン」では，
「単価は，月当たりの包括単価とする
場合のほか，利用１回ごとの出来高で
定めることができますが，この場合，
月の合計額が包括単価以下となるよう
にする」と定められています。利用者
の緊急的な状況により月５回入らざる
をえない場合があることも想定して，
介護予防訪問介護国基準相当サービス
の包括報酬から設定しました。

２
基準単価が下がると，それだけ人件費
がどうしても少なくなり，運営してい
けない部分も出てくるのでないか。

有資格者による専門的なサービスが必
要な方については現状通りであり，
サービス内容によっては，専門性を必
要としない簡単な生活支援などは，市
が実施する研修を受講した方に担って
もらうことが可能です。

３
緩和した基準に233単位というのは，
実際，月に５回ある週の場合は５回で
計算していいのか。

お見込みのとおりです。

４
利用者は，平成29年４月から順次更新
のたびに移行した単価設定になるの
か，一斉に変わっていくのか。

認定有効期間更新ごとの移行を予定し
ています。

５
専門的なサービスを必要とする方への
対応はどうなるのか。

研修修了者では担うことができない専
門的なサービスが必要な方は，市と包
括の協議により必要性を協議し，サー
ビス提供を行っていきます。

６

人員基準において，例えば介護の人が
事業所に38人いて，総合事業の方が５
人いた場合，40人を超えるが，サービ
ス利用責任者は１人いれば良いのか。

介護の方が40人を超えていなければ，
サービス利用責任者は１人いれば差し
支えありません。

国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業についてのＱ＆Ａ

　　事業者向けＱ＆Ａ

①訪問事業者向けＱ＆Ａ
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７

緩和した基準によるサービスの中で，
人員基準が緩和されているが，緩和し
た基準によるサービスのみを行う事業
者を想定して，この人員基準があると
いうことか。

訪問型・通所型サービスＡは，介護保
険サービス提供事業者（指定事業者）
が，指定を受けることを想定していま
す。

８
訪問型サービスＡの提供時間が45分以
上60分未満についての根拠はあるの
か。

市の平成26年度介護予防給付の現状分
析において，対象者の９割超が１時間
未満の利用でした。協議体において，
サービス提供と利用者が自立支援に向
けた取り組みとして活用してもらうこ
とを目的としました。

９
常勤換算で2.5人以上というのが介護
の方にはあるが，その常勤換算の中に
研修修了者は含まれるのか。

研修修了者は対象外です。

10 訪問サービスＡとＢの違いは。

サービスＡの担い手は専門の事業者が
主体で，必要に応じて，有資格者によ
る専門的なサービスを提供できます。
サービスＢの担い手は，有資格者のい
ない住民主体の団体で，生活支援の中
でも一般的に住民が担えるサービスを
提供します。

11

担い手研修を受ける人数はどれぐらい
を想定しているか。また，研修修了者
をどのように実際の雇用につなげてい
くのか。

市民，サービスＡ指定事業者，サービ
スＢ登録希望団体の従事者が対象で70
名程度を想定しています。研修終了後
に，実際の雇用に繋がるよう事業者や
団体と懇談会を開催していきます。

12
従来の２級ヘルパー終了過程や，初任
者研修などと，国分寺市の研修修了者
は何が違うのか。

市の研修修了者は，多様なサービスの
担い手として活動できるよう基礎研
修，現任研修，フォローアップ研修，
その他の任意研修を受講し，高齢者の
対応ができるように，介護保険制度や
高齢者の心身の特徴，個人情報などに
ついての知識を深め，担い手として活
動するための養成研修です。

13
月単位の包括報酬から1回ごとの単価
とした理由は。

実施したサービスに対する単価という
考え方が，利用する市民，サービス提
供事業者にとって適正と判断しまし
た。
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14

シルバー人材センターは人材派遣業を
始めたが，事業者側から見た場合，
サービスの担い手であるヘルパーの取
り合いになるのではないか。市として
はそこの整合性はどのように捉えてい
るのか。

サービスＡ指定事業者には，有資格者
である介護福祉士や初任者研修修了者
に重度者に対する専門的なサービスを
担ってもらい，シルバー人材センター
やＮＰＯ法人には，多様な担い手とし
て地域の高齢者に対する支援を担って
もらいます。
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平成29年4月1日

番号 質問 回答

15
従前相当の方も今後はサービスＡの単
価となるのか。

個別に専門的なサービス提供が必要な
方を除き，平成29年度から，緩和した
サービスの基準で事業を新たにスター
トします。

16
サービスＡは，今後廃止となる方向な
のか。

国では過渡的なサービスであるとされ
ており，サービスの提供体制が整えば
将来的には廃止することになると考え
てます。

17
運動器機能向上加算，処遇改善加算，
サービス提供体制加算が実質なくなる
ということなのか。

運動器機能向上加算と処遇改善加算分
については，基本単価に含みます。
加算は自立に向けた取り組みの成果を
評価するものとし，事業所評価加算の
みとします。

18

当初，送迎なしで行っていたところ，
雨の降った日は送迎して欲しい，雪の
日は送迎して欲しい場合など，どのよ
うな対応になるのか。

ケアマネジメントする際に考えられる
ことであり，その日によって請求する
単位を変えることになります。

19
５時間以上（５→７時間，７→９時
間）の区分を設けることはできないの
か。

ケアプラン分析では，４時間未満が９
割でした。自立支援のあり方やサービ
スの必要性などから，長時間としなけ
ればならないケースは個別での対応に
なります。

20
今後，複数の事業所での利用を可能と
する考えはあるのか。

基本的には同一事業者でのサービス提
供を想定していますが，利用者にとっ
て２事業所を利用する理由が明確であ
り，かつ各事業所の役割が明確であれ
ば利用可能です。ただし，従前相当
サービス利用者については，これまで
どおり複数事業所の利用は認めていま
せん。

21
通所型サービスＡにおいて，通所回数
の制限はあるのか。

要支援１は週１回程度月４回まで，要
支援２は週２回程度月８回まで，事業
対象者は利用者の状態像に応じたケア
マネジメントにより，最大週２回とし
ています。超える分については，自費
利用によるサービス提供は可能となり
ます。

②通所事業者向けＱ＆Ａ　　　　　　
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22
入浴については自費となっているが，
単価は事業者が設定するのか。

お見込みのとおりです。

23

研修修了者の人数が少ない場合，事業
者は現行より安い単価で仕事を引き受
けることになるが，どのように想定し
ているのか。

有資格者には重度な介護の必要がある
方へのサービス提供を担って頂き，身
体介護の必要はなく，生活支援サービ
スが必要な方には，市の研修修了者に
担ってもらいます。

24
従前相当サービス利用者は受け入れる
が，サービスＡの利用者は受け入れな
いことは可能か。

サービスＡの指定申請を受けるかどう
かは，事業者の判断になります。今回
の制度改正の趣旨である地域包括ケア
の推進を目指すという観点からのご判
断をお願いします。

25
平成29年度からの指定事業者情報につ
いて，どのように情報を提供していく
のか。

指定申請を受け付け，当市が指定する
事業者については，市ホームページに
て情報提供していきます。

26
具体的に事業に参入する団体はあるの
か。

サービスＡでは，事業者側が研修修了
者を新たに雇用していきます。サービ
スＢについては，参入の可能性がある
団体が，現在の事業内容を総合事業の
枠にはめ実施することになります。
サービスＣは,市と事業者との委託契約
により行っていきます。

27
サービス整備推進会議の構成メンバー
や位置づけは。

市の要綱に基づいて組織しています。
現在の委員は，社会福祉協議会代表１
人，シルバー人材センター代表１人，
生活支援サービスを担っている営利，
非営利の団体がそれぞれ１団体ずつ計
２人，介護予防運動等を担っている営
利，非営利団体から１団体ずつ計２
人，地域包括支援センターの代表２
人，国分寺市民生委員児童委員協議会
代表１人，ケアマネジャー連絡会代表
者１人，訪問看護連絡会代表者１人，
介護サービス提供責任者連絡会代表者
１人，通所事業所連絡会代表者１人，
高齢福祉課長，総合福祉担当課長の合
計15人で構成されています。
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平成29年4月1日
番号 質問 回答

28
ケアマネジメントについて，どのよう
な視点でやっていくのか。

「関係者間の意識の共有」「明確な目
標設定と一歩進んだケアマネジメン
ト」の２点を中核に据えています。本
人を中心として，地域の関係者，住民
を含め，同じ方向を向いて取り組んで
いくことを今後の大きな視点としてい
ます。

29
ケアマネジメントＡＢＣはサービスＡ
ＢＣとは違うものなのか。

サービスＡ，サービスＣのサービスを
利用する場合はケアマネジメントＡに
なります。サービスＢを利用する場合
はケアマネジメントＢになります。自
立支援に向けてセルフマネジメントの
推進を支援するということで，初回の
みのケアマネジメントになっているの
が，ケアマネジメントＣとなっていま
す。

③ＣＭ事業者向けＱ＆Ａ　　　　　　
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