
大野城市介護予防・日常生活支援総合事業Ｑ＆Ａ 

平成 28 年 6 月作成 

平成 31 年 3 月変更 

その１：共通 

【問１】国基準サービスとサービスＡの利用者の振り分けはどのように行うのか 

【問２】サービスコードについて、国基準サービスについても回数制を使用するのか 

【問３】回数制による算定をする場合にキャンセル料を算定できるか

【問４】月の途中で国基準サービスからサービスＡに移行した場合や月の途中で事業所を変更した

場合はどのように算定するか 

【問５】大野城市では地域単価の設定はどのようにされているか 

【問６】原爆被爆者の公費請求はできるか 

【問７】軽度化改善加算の算定要件は 

【問８】軽度化改善加算の算定については、あらかじめ介護予防サービス計画への記載は必須か 

その２：通所型サービス 

【問１】通所型サービスＡの実施時間について、大野城市介護予防・日常生活支援総合事業実施規

則に「２～３時間」「３～５時間」と規定されているが、通所介護 ・通所サービス（国基準）と

一体で提供するため、６時間の提供をしても差し支えないか

【問２】通所型サービスＡを提供する際、２時間に満たない場合（体調不良により開始後 30 分で

終了した場合など）は算定できるか 

【問３】通所サービス（国基準）で入浴の提供をやめ、自費サービスとして入浴を提供することは

可能か 

【問４】通所型サービスＡで入浴の提供を行うことはできるか（平成 31 年 3 月変更）

その３：訪問型サービス 

【問１】訪問サービス（国基準）及び訪問型サービスＡについて、当初、週２回程度の利用で算定

していたものの、月途中で状況が変化して、週 1 回程度のサービス提供となった場合はどのよう

に取り扱うのか（平成 31 年 3 月変更）

【問２】同一事業所の訪問サービス（国基準）から訪問型サービスＡに利用の変更をした場合、初

回加算は算定できるか 

【問３】火曜日は通常の訪問、木曜日は短時間の訪問で週に 2 回利用するなど、短時間の訪問と通

常時間の訪問を組み合わせて利用できるか



その４：介護予防ケアマネジメント

【問１】事業対象者が要介護（要支援）認定を申請し、要支援認定が出ることを見込んで、総合事

業を利用したが、要支援ではなく、要介護の認定が出た。申請中の総合事業の給付ができるか

【問２】問１により要介護認定が出た場合でも認定期間中の総合事業の給付ができるため、事業対

象者として総合事業を利用していた人が認定申請中に総合事業のみを利用するのであれば、暫定の

「介護予防サービス計画」を作成せず、事業対象者のときに利用していた計画をそのまま利用して

よいか 

【問３】要支援認定者が更新（変更）申請を行い、申請中に、要支援認定を見込んで総合事業を利

用していたが、認定結果が要介護であった。要介護認定の有効期間開始前までに基本チェックリス

トを実施し、事業対象者であることを確認していれば、問１のように申請中の総合事業給付ができ

るか 

【問４】事業対象者が要介護（要支援）認定申請をし、要支援１になることを見込んで、申請中に

総合事業を利用したが、認定結果は要支援１ではなく要支援２であった。事業対象者であることを

確認しているので、問１や問３のように、申請中の総合事業給付を事業対象者として取り扱いがで

きるか。（要支援２の単位より事業対象者の報酬単価が低いため、申請中は事業対象者として取り

扱いたい。） 



その１：共通 

【問１】国基準サービスとサービスＡの利用者の振り分けはどのように行うのか 

サービスＡは、スタッフの資格要件や個別計画の有無など、国基準サービスの基準を緩和した

サービスであるため、入浴、外出、排泄、服薬介助などの身体介護が必要でない場合は、原則サー

ビスＡの対象となります。ただし、認知機能の低下や疾病による意欲低下などで、特別な配慮を要

する場合は国基準サービスの対象となります（症状が軽度である場合を除く）。 

これらのサービスの特徴を考慮し、介護予防ケアマネジメントによって、要支援認定又は基本

チェックリストの結果や本人の状態、アセスメントの結果、本人及び家族の希望などを踏まえつ

つ、生活全般の解決すべき課題を明らかにして、利用者の日常生活自立に向けた目標を明確に定

めたうえで、利用者にとって適切なサービスを判断します。 

【問２】国基準サービスについても回数制を使用するのか 

  訪問サービス（国基準）及び通所サービス（国基準）についても、平成 29 年４月から回数制を

導入しています。 

【問３】回数制による算定をする場合にキャンセル料を算定できるか

回数制による算定をする場合は、キャンセル料の内容を重要事項説明書及び契約書に定め、利

用者又は家族に説明し同意を得ることで、利用者からキャンセル料を徴収することは可能です。  

しかし、月額報酬を算定する場合はキャンセル料の徴収はできません。 

【問４】月の途中で国基準サービスからサービスＡに移行した場合や月の途中で事業所を変更し

た場合はどのように算定するか

サービス移行の場合も事業所変更の場合も原則、回数制による算定を行います。しかし、週１回

程度の場合は月内５回、週２回程度の場合は月内９回を超える月であれば、回数制による算定を

行うと月額報酬単価を超えるため、日割り算定を組み合わせるなど、月の合計単位が国基準サー

ビスの月額報酬単価を超えないように、地域包括支援センターのケアマネジャーとの調整を密に

行ってください。

なお、月途中の事業所変更であって、週１回程度の場合は月内５回、週２回程度の場合は月内９

回を超える月の場合は、それぞれの事業所で日割による算定を行ってください。（例示参照）



≪例１≫要支援１の利用者が月途中で通所サービス（国基準）→通所型サービスＡに変更した場合 

※通所サービス（国基準）の月額報酬（1,647 単位）が上限となる 

（週１回利用で月内４回利用）

（週１回利用で月内５回利用） 

≪例２≫通所サービス（国基準）を利用している要支援１の利用者が月途中でＢ事業所→Ｃ事業所

に変更した場合 

※利用しているサービスの月額報酬が上限となる。 

下記例では通所サービス（国基準）の月額報酬（1,647 単位）が上限。 

（週１回利用で月内４回利用）

（週１回利用で月内５回利用） 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

通所サービス（国基準）378 単位×３回 ＝1,134 単位 

通所型サービスＡ(日割) 49 単位×10日※＝ 490 単位 

             合計     1,624 単位 

※22 日が通所型サービスＡの契約日の場合。 

なお、21日を契約日とした場合、国基準 1,134 単位＋サー

ビスＡ539 単位(49 単位×11 日)＝1,673 単位で国基準の月額

報酬(1,647 単位)を超えるため算定不可。 

通所サービス（国基準）378 単位×２回＝756 単位 

通所型サービスＡ   340 単位×２回＝680 単位 

              合計      1,436 単位 

Ｂ事業所 (日割) 54 単位×16 日※＝864 単位 

Ｃ事業所 (日割) 54 単位×９日※＝486 単位 

             合計 1,350 単位 

※Ｂ事業所の契約解除日が 16 日、Ｃ事業所の契約日が 23

日の場合。なお、22日をＢ事業所の契約解除日とした場

合、54単位×（Ｂ22 日＋Ｃ9日）＝1,674 単位で国基準の

月額報酬(1,647 単位)を超えるため算定不可。 

Ｂ事業所   378 単位×２回＝756 単位 

Ｃ事業所   378 単位×２回＝756 単位 

              合計  1,512 単位 

計算例



【問５】大野城市では地域単価の設定はどのようにされているか 

大野城市では 1単位あたり 10 円ではなく、地域区分の単位数単価を使用しています。総合事業

では、「Ａ１コード及びＡ５コード（みなし指定事業者）」と「Ａ２、Ａ３、Ａ６、Ａ７コード（市

指定事業者）」で地域単価設定の考え方が異なります。 

「Ａ１コード及びＡ５コード」に係る請求は、予防給付と同じく、すべて事業所所在地における

地域単価で行ってください。「Ａ２、Ａ３、Ａ６、Ａ７コード」に係る請求は、事業所所在地に関

わらずすべて大野城市の地域単価で行ってください。 

【問６】原爆被爆者の公費請求はできるか 

国基準サービス（Ａ１、Ａ２、Ａ５、Ａ６コード）は公費請求ができます。なお、訪問型サービ

ス（Ａ1、Ａ２コード）については訪問介護受給者証を持っている人が対象です。 

サービスＡ（Ａ３、Ａ７コード）については、公費請求はできません。 

【問７】軽度化改善加算の算定要件は 

６ヵ月以上、同じ事業所が提供する訪問（通所）型サービスＡの利用によって、利用者の状態が

改善したとき、その事業所を利用した月分の所定単位数を、12 ヵ月分を上限として１人の利用者

に対して１回限り算定します。利用者の状態改善の判定は、下表のとおりです。 

改善後

改善前

基本チェック

リスト非該当

事業対象者(☆)

又は認定非該当
要支援１ 要支援２

事業対象者 〇 × × ×

要支援１ 〇 〇 × ×

要支援２ 〇 〇 〇 ×

☆：認定更新せず、事業対象者へ移行した利用者を含む。 

算定対象期間は、事業所でサービスＡを利用開始した日の属する月から認定日または基本チェ

ックリスト実施日の属する月までです。訪問（通所）サービス（国基準）を利用していた期間は含

みません。また、利用者が暦月で２月間（月の初日から末日までを１月とする）、当該事業所から

サービスＡの提供を受けていない場合は、利用再開した月からが算定対象です。 

算定は原則、改善後の認定有効期間の開始月提供分で行います。認定日が有効期間開始日以降

の場合は、認定日の翌月提供分、事業所の利用を終了する場合は、最終利用月提供分で算定しま

す。算定の際は地域包括支援センターのケアマネジャーから市に「軽度化改善加算算定届出書」を

提出の上、算定してください。 

【問８】軽度化改善加算の算定については、あらかじめ介護予防サービス計画への記載は必須か

介護予防サービス計画への記載は必要です。認定のタイミングによっては、計画書に追って記

載することも考えられます。 



その２：通所型サービス 

【問１】通所型サービスＡの実施時間について、大野城市介護予防・日常生活支援総合事業実施

規則に「２～３時間」「３～５時間」と規定されているが、通所介護・通所サービス（国基準）

と一体で提供するため、６時間の提供をしても差し支えないか

通所型サービスＡを６時間提供した場合においても、３～５時間の単位を算定することになる

ことを了承の上、６時間の提供をすることは差し支えありません。５時間の提供が選択できる事

業所において、利用者と契約し同意を得た上で、１時間分の延長料金を算定することは可能です。 

しかし、通所型サービスＡの提供が６時間の提供しか選択できない場合に１時間分の延長料金

をとることはできません。 

【問２】通所型サービスＡを提供する際、２時間に満たない場合（体調不良により開始後 30 分で

終了した場合など）は算定できるか 

通所型サービスＡの実施時間については、「２～３時間」「３～５時間」と規定しているため、２

時間に満たない場合は算定できません。特に 30分の提供は計画に位置付けられていた時間よりも

大きく短縮しており、通所型サービスＡの報酬は算定できず、体調改善後に同一週などでの振替

を検討することが望ましいと考えます。 

例外的に、２～３時間に満たない（１時間 50 分など）場合であって、介護予防ケアマネジメン

ト又は個別計画に計画されたサービス（運動・レクリエーションなど）のプログラムが計画どおり

行われた後に体調不良が出現した場合などは、状況を明確に記録した上で、算定する事は可能で

す。ただし、送迎の混雑等により、開始が５分遅れたなどの理由で２時間に満たない場合は、サー

ビス提供時間を２時間 15 分と設定するなどにより防止できるため、算定できません。 

なお、「その１：共通【問３】」のとおり、利用者に説明・同意を得た上でキャンセル料を徴収す

ることは可能です。 

【問３】通所サービス（国基準）で入浴の提供をやめ、自費サービスとして入浴を提供すること

は可能か 

通所サービス（国基準）の報酬には入浴が含まれているため、設備・人員等提供できる体制があ

るにも関わらず、計画上入浴サービス提供の必要がある利用者に対して、入浴を自費サービスと

することは認められません。 

また、入浴の必要性がない人に対して、利用者の希望に応じて自費サービスとして提供するこ

とは可能ですが、提供時間内にデイサービスと組み合わせて提供できる自費サービスは、平成 30

年 9 月 28 日付厚労省通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取

扱いについて」で示された、第三の２．の①～④に限るため、自費サービスで入浴を提供する場合

は、サービス提供時間外に行わなければなりません（上記以外の自費サービスを提供する際は、デ

イサービスを終了する必要があります）。 

なお、事業所として入浴の提供を終了する場合は、入浴サービス提供の終了に伴い、他事業所の

紹介を含め、利用者が適切に事業者選択できるよう、説明が必要です。 



【問４】通所型サービスＡで入浴の提供を行うことはできるか（平成 31 年 3 月変更）

  通所型サービスＡの報酬には入浴は含まれておらず、入浴の提供が必要な利用者を通所型サー

ビスＡの対象として想定していません。利用者の希望に応じて自費サービスとして提供すること

は可能ですが、問３同様、自費サービスで入浴を提供する場合は、サービス提供時間外に行わなけ

ればなりません（自費サービスで入浴を提供する際は、デイサービスを終了する必要があります）。 

その３：訪問型サービス

【問１】訪問サービス（国基準）及び訪問型サービスＡについて、当初、週２回程度の利用で算

定していたものの、月途中で状況が変化して、週 1 回程度のサービス提供となった場合はどのよ

うに取り扱うのか（平成 31 年 3 月変更）

訪問サービス（国基準）（Ａ２コード）の回数ごとの算定について、厚生労働省から「実績に基

づき算定する」との回答があるため、訪問サービス（国基準）及び訪問型サービスＡのどちらにお

いても、週２回程度及び週１回程度のそれぞれの実績の回数に応じて算定を行ってください。 

なお、月内で週２回程度必要と判断されていた期間がある場合は、週２回程度の月額単位が算

定の上限となりますので、実績の回数に応じた計算の結果、週２回程度の月額単位を超える場合

は、週２回程度の月額単位の算定のみとなります。一方の月額単位を算定する場合に、もう一方の

回数単位の算定はできません。 

運用の変更に伴う経過措置として、平成 31 年３月提供分までは、利用者への説明をすでに行っ

ている場合に限り、変更前の単位数での算定を行っても差し支えありません。平成 31 年４月提供

分以降は、必ず実績に基づいた算定を行ってください。 

【問２】同一事業所の訪問サービス（国基準）から訪問型サービスＡに利用の変更をした場合、

初回加算は算定できるか 

初回加算は算定できません。しかし、要介護から要支援になった利用者は初回加算の対象にな

ります。 

【問３】火曜日は通常の訪問、木曜日は短時間の訪問で週に２回利用するなど、短時間の訪問と

通常時間の訪問を組み合わせて利用できるか

  利用できます。週２回程度利用の場合は、週２回程度の月額単位数が上限となりますので留意

してください。また、通常の訪問には上限時間が設定されていないため、同一日に通常時間の訪問

と短時間の訪問を利用することはできません。 

その４：介護予防ケアマネジメント

【問１】事業対象者が要介護（要支援）認定を申請し、要支援認定が出ることを見込んで、総合

事業を利用したが、要支援ではなく、要介護の認定が出た。申請中の総合事業の給付ができるか

できます。介護給付サービスの利用を開始するまでの間にあっては事業対象者として取り扱い

ます。ただし、要介護の認定が出た場合に総合事業給付が全額自己負担とならないための救済的



な運用と考えていますので、認定結果が要介護であった場合は早急に「居宅介護サービス計画」を

作成し、介護給付へ変更してください。（イメージ図参照） 

＜イメージ図＞

【問２】問１により要介護認定が出た場合でも認定期間中の総合事業の給付ができるため、事業

対象者として総合事業を利用していた人が認定申請中に総合事業のみを利用するのであれば、暫

定の「介護予防サービス計画」を作成せず、事業対象者のときに利用していた計画をそのまま利

用してよいか 

認定申請中のサービス利用前に、認定の有効期間に応じた暫定の「介護予防サービス計画」を作成

する必要があります。事業対象者として利用していたサービスと全く同じであっても、認定結果に

よって利用料金が変わる場合があることなどを丁寧に説明し、認定申請に至った状況の変化や課題

などを担当者で共有したうえでサービスの提供をしてください。 

また、認定申請中に総合事業と介護予防給付（福祉用具貸与等）を併せて利用する場合は、「介護

予防サービス計画」を作成するとともに、要介護と認定された場合のための暫定の「居宅介護サービ

ス計画」を作成する、もしくは認定結果が要介護となった場合は介護予防給付分が自費利用となる

ことを説明してください。 

【問３】要支援認定者が更新（変更）申請を行い、申請中に、要支援認定を見込んで総合事業を

利用していたが、認定結果が要介護であった。要介護認定の有効期間開始前までに基本チェック

リストを実施し、事業対象者であることを確認していれば、問１のように申請中の総合事業給付

ができるか 

要介護認定の有効期間開始前までに基本チェックリストを実施し、事業対象者であることを確

認していれば、申請中の総合事業給付ができます。 

ただし、要支援２の人が重度化したために区分変更申請をする場合など、申請時から要介護認

定が見込まれる場合は、申請中に事業対象者として取り扱う運用は不適切です。 

要介護１事業対象者又は要支援

認定通知日

総合事業給付 介護給付

・要支援を見込んで申請（新規・更新・変更）。

・チェックリスト該当者であることを確認済み

暫定プランの作成

介護の認定が出たら早急に居宅

介護サービス計画を作成し、総

合事業から介護給付に変更。

事業対象者として総合事業給付可

※介護給付がされる期間であるが総合事業

が全額自己負担となることを避けるための

措置。

※介護予防給付（福祉用具貸与等）も利用し

ている場合は、介護給付の暫定プランの作成

または自費利用の説明をし、総合事業給付か

介護給付かどちらかを選択。



【問４】事業対象者が要介護（要支援）認定申請をし、要支援１になることを見込んで、申請中

に総合事業を利用したが、認定結果は要支援１ではなく要支援２であった。事業対象者であるこ

とを確認しているので、問１や問３のように、申請中の総合事業給付を事業対象者として取り扱

いができるか。（要支援２の単位より事業対象者の報酬単価が低いため、申請中は事業対象者とし

て取り扱いたい。）

できません。問１や問３は要介護認定が出た場合に総合事業給付が全額自己負担となるものを

避けるための取扱いです。要支援認定の場合は総合事業給付ができるため、申請中の期間は問２

のとおり暫定の「介護予防サービス計画」を作成します。同じ内容のサービス利用であっても、認

定結果によって利用料金が変わる可能性があることを利用者に事前に説明し同意を得てください。


