
介護予防・日常生活支援総合事業に関する Q＆A

種別 分類 意見質問 回答

１ 短期集中型

通所サービ

ス

サービス担

当者会議

「利用期間は１クール６か月

で、サービス提供日が年末年

始・祝日と重なることにより、

少なくなる場合に限り７か月

目の利用も可」と記載がある

が、７か月目を利用する場合、

サービス担当者会議が必要か。

７か月目を利用できるのは、年末

年始・祝日と重なることにより、

少なくなる場合に限られるため、

予め７か月目のサービス利用が必

要かどうか判断できます。そのた

め、ケアプラン作成時に７か月と

してケアプランを作成するため、

サービス担当者会議は不要です。

２ 短期集中型

通所サービ

ス

サービス担

当者会議

予防専門型通所サービスを利

用していた方で、短期集中型通

所サービスに移る場合は、サー

ビス担当者会議が必要か。

サービス提供時間やサービス内容

が変更となるため、サービス担当

者会議は必要です。

偶然、予防専門型通所サービスの

事業所と短期集中型通所サービス

事業所が同一だとしても、上記の

理由により、サービス担当者会議

は必要です。

３ 生活支援型

訪問サービ

ス

サービス担

当者会議

予防専門型訪問サービスを利

用していた方で、平成 31 年 10

月１日から生活支援型訪問サ

ービスに移る場合は、サービス

担当者会議が必要か。

訪問サービス事業所が引き続き同

一事業所であり、目標もサービス

内容も変わらなければ、必ずしも

サービス担当者会議を必要とする

わけではありません。

４ 短期集中型

通所サービ

ス

通所 通所は６か月（週１回）とある

が、週２回以上提供することは

可能か。

短期強化型通所サービスとして

は、できません。サービスを利用

すればするほど、サービスを終了

した後に、本人の活動量を維持す

ることが難しくなります。そのた

め、サービスに依存させないため

にも、週２回以上の利用は不可と

します。

５ 短期集中型

通所サービ

ス

訪問 訪問はサービス担当者会議で

利用者宅に伺った際に実施す

ることは可能か。

サービス担当者会議の前後で 60

分の時間を確保することができれ

ば、実施することは可能です。



６ 短期集中型

通所サービ

ス

利用者都合

によるサー

ビス利用

「利用者は、自己都合により担

当圏域外の事業所を利用する

ことは、原則不可。ただし、や

むを得ない場合は、担当圏域外

の事業所の利用を認めるもの

とする」と記載があるが、やむ

を得ない場合とは。

やむを得ない場合は以下の場合等

を想定しています。

・利用日が通院等と重なる場合。

・利用日が地域の通いの場や趣味

講座等と重なる場合。

・同居人の介護等により利用でき

ない場合。

・その他、市が認めた場合。

７ 通所サービ

ス

移行時期 平成31年９月30日までに予防

専門型通所サービスを利用し

ている方は、変更後の通所サー

ビスに移行する時期はいつか

らか。

平成 31 年９月 30 日までに予防専

門型通所サービスを利用している

方については、要介護認定の更新

時又は予防ケアマネジメント見直

し時まで利用可能です。それ以降

は、要支援１の方及び事業対象者

は、原則、短期集中型通所サービ

スの利用となり、要支援２の方は

ケアマネジメントにより予防専門

型通所サービス又は短期集中型通

所サービスのどちらかの利用とな

ります。

８ 訪問サービ

ス

移行時期 平成31年９月30日までに予防

専門型訪問サービスのうち、買

い物や食事といった生活支援

中心型のサービスを利用して

いる方は、変更後の訪問サービ

スに移行する時期はいつから

か。

平成 31 年９月 30 日までに予防専

門型訪問サービスを利用している

方についても、平成 31 年 10 月１

日からの変更となります。



以下、11/21（水）に開催した岡崎市介護予防・日常生活支援総合事業に係る説明会に

ていただいたご意見及びご質問です。

種別 分類 意見質問 回答

９ 予防専門型

通所サービ

ス

請求方法 予防専門型通所サービスで、例

えば月曜日の利用で月５回あ

れば包括報酬だが、１回体調不

良で迎えにいったがキャンセ

ルの場合は、１回あたりの単位

数に変わるのか、そのまま包括

払いかどちらか。

予防専門型通所サービスについ

て、御質問のケースの場合、月４

回の利用となりますので、回数に

よる請求となります。

10 短期集中型

通所サービ

ス

送迎費用 送迎無であれば、サービスの提

供が現実的になる。送迎に関わ

るリスクと人件費等を考える

と、送迎の有無で 1,000 円の差

は低すぎる。

送迎金額については、国で定める

送迎単価をもとに設定していま

す。

11 短期集中型

通所サービ

ス

サービス利

用

非常に厳しい改正だと思う。予

防専門型通所サービスの利用

者はその事業所を気に入って、

知り合いもできて通っている。

その方が他所で行くとは思え

ない。おそらく、「ここに行けな

いなら、どこにも行けない」と

いう方が多くなる。

また、認定時に虚偽の訴えをし

て要支援２になろうとする方

が増えると思う。

要支援１の方の多くは、リハビリ

テーションを中心としたサービ

スを利用し、また、生活機能の維

持・改善を図り、主体的な健康づ

くりや介護予防に取り組む習慣

をつけたり通いの場等に参加す

ることによって本人の希望する

自立した日常生活に戻ることが

できる可能性があります。要支援

１の方が要支援２になることを

望むのではなく、自立度が上がり

状態が改善し、希望する元の生活

に戻ることができることができ

る社会の実現に向けて事業を執

り進めていくことに御理解と御

協力をいただきますようお願い

します。

12 短期集中型

通所サービ

ス

サービス内

容

要支援の方には、リハビリを目

的でなく、入浴や他者交流を目

的とした方が多い。このような

方はどうなってしまうのか。

このサービスは、リハビリテーシ

ョンを中心としたサービスを利

用し、また、生活機能の維持・改

善を図り、主体的な健康づくりや

介護予防に取り組む習慣をつけ

たり通いの場等に参加すること



によって自立した日常生活を営

むことができるように支援する

ことを目的としています。このよ

うなサービスの目的を御理解い

ただき、より多くの高齢者の方が

それぞれに臨む自立した生活を

送ることができるよう、本市の介

護予防事業に御理解と御協力を

いただきますようお願いします。

13 短期集中型

通所サービ

ス

サービス内

容

提供時間は 120 分とあるが、利

用者が望んだ場合、それ以上の

利用は可か。入浴は不可なの

か。

入浴などは、短期集中型通所サー

ビスに組み込むことはできませ

んが、利用者の希望があれば、120

分とは別に実施いただいても構

いません。

14 短期集中型

通所サービ

ス

サービス内

容

短期集中型通所サービスの概

要についてプログラムの計画・

記録が必要なのか。

必要です。また、委託で実施する

ため、個別サービス計画書や評価

表等は市所定の様式に記入して

下さい。

15 短期集中型

通所サービ

ス

利用者負担 利用者負担無で介護予防欲を

上げることができるとは思わ

ない。市の財源がないと言って

いるのに、サービスが温かすぎ

ると思う。

新たに始める短期集中型通所サ

ービスを、まずはより多くの方に

知っていただき、御利用いただく

ために、利用者負担は無しで設定

しています。

16 短期集中型

通所サービ

ス

利用者負担 利用者負担が有、無で、データ

があればどちらの方が予防で

きるのか教えてほしい。

利用者負担の有無による予防効

果のデータはありません。短期集

中型通所サービスを開始し、デー

タの蓄積をしていきたいと考え

ています。

17 短期集中型

通所サービ

ス

状態像の目

安

通所サービスを利用できる状

態像の目安①、②と基準が合致

しない。完全に要介護１、２以

上に該当するレベルとなる。今

後この基準の緩和について再

考するかどうか。

現状では、基準の緩和については

考えていません。状態像の①、②、

③の基準に合致しないが、短期集

中型通所サービスの利用が適切

でないと判断される場合は、ケア

マネジャー等が「予防専門型通所

サービスの利用に係る理由書

（仮）」を市へ提出し、御相談くだ

さい。



18 短期集中型

通所サービ

ス

状態像の目

安

説明会で通所利用者の総数も

把握されているとのことなの

で、割合も把握していると思う

が、状態像の目安①は全体の

何％が該当しているのか。

要支援１の方で状態像の目安①

（基準①）に該当する方は要支援

１の全体の約 15％と想定してい

ます。また、状態像の目安②（基

準②）に該当する方は全体の約

10％と想定しています。

19 短期集中型

通所サービ

ス

状態像の目

安

身体障害の軽度な失語症者、構

音障害者が不利益を被ること

がないように、失語障害者の実

態の理解と配慮をお願いする

とともに、予防専門型通所サー

ビスを利用できる状態像の基

準に言語障害（失語症、構音障

害）も明記することを検討いた

だきたい。状態像の目安④には

様々なケースが予想され、全て

に個別に対応しきれないのは

重々承知している。

言語障害等の状態像①、②、③に

該当しないような疾病について

は、柔軟に対応させていただくた

めにも、「予防専門型通所サービ

スに係る理由書（仮）」を市へ提出

し、御相談ください。

20 短期集中型

通所サービ

ス

状態像の目

安

状態像の目安④について、市が

認めるかどうかの判断基準は

どのようにされるのか。その期

間は一度認めてもらったらい

つまでよいのか。

状態像の目安の④の基準④につ

いては、利用者の状態像により柔

軟に対応していきたいと考えて

います。そのため、現時点では明

確な基準は設けていません。

また、認定期間につきましては、

ケアプランの見直しのタイミン

グで、予防専門型通所サービスの

利用が適切な状態像かどうか、再

度御判断いただきますようお願

いします。

21 短期集中型

通所サービ

ス

移行時期 要支援２の方が更新により要

支援１が届いた（平成 31 年 10

月 1 日以降）場合で、保険証が

届いた日が有効期間ギリギリ

であった場合、短期集中型通所

サービスに切り替えになると

思うが、その際、予防専門型通

所サービスの利用の状態像の

目安の④は、提出時に即日許可

御質問のように、認定結果の通知

が遅れてしまい、翌月のケアプラ

ンがすでに動いている場合につ

きましては、その結果が確認を行

ったうえで、ケアマネジメントに

より、短期集中型通所サービスの

利用の必要性を判断する必要が

あることから、翌月からの切り替

えとします。



してもらえるのか。数日かかる

となると、許可が出るまでサー

ビス開始できないのか。

また、認定調査の混み合いによ

り月をまたいで認定が届いた

場合の対応は。

22 短期集中型

通所サービ

ス

移行時期 平成31年９月30日時点で予防

専門型通所サービスを利用し

ている方の移行期間は、平成 31

年９月 30 日以降の更新や見直

し（担会）のタイミングで可（そ

れまでは予防専門型通所サー

ビスの利用で可）という理解で

宜しいか。

要支援１の方については、御質問

のとおりです。

要支援２の方については、ケアマ

ネジメントによって、予防専門型

通所サービスか短期集中型通所

サービスの利用が可能です。

23 短期集中型

通所サービ

ス

プランナー

とプラン費

要支援１の方は、原則短期集中

型通所サービスの利用となる

ため、地域包括支援センターの

みがプランナーになると考え

てよいか。担当者会議から６か

月間の毎月のモニタリングを

通所事業所が行うとなると、居

宅介護支援事業所が委託でプ

ランを作成する場合のプラン

費はどうなるのか。要支援２の

方が短期集中型通所サービス

を利用する場合についても同

様に知りたい。

短期集中型通所サービスについ

ても、居宅介護支援事業所は、地

域包括支援センターより委託を

受けることは可能です。プラン費

については、ケアマネジメントＡ

のため、現在受託している額と変

わりません。要支援２についても

同様です。

24 短期集中型

通所サービ

ス

効果 元通りに戻ることのできる高

齢者は要支援、要介護でどのく

らいの割合がいるのか教えて

ほしい。

サービス利用により元通りの生

活に戻ることができた高齢者の

要支援、要介護別のデータについ

ては、国などの持っている数値的

なデータはありませんが、他自治

体で短期集中型通所サービスを

実施し効果が出ているという報

告はあります。

25 短期集中型

通所サービ

ス

選定 応募して選定されなかった場

合は、理由を教えてもらえるの

か。

希望があれば、市の規定に基づい

て選定時の評価採点等をお伝え

する予定です。



26 短期集中型

通所サービ

ス

改定につい

て

要支援１が通所サービスを利

用できなくなることは、権利と

義務の原則に反していると思

うが、今回の改定案は岡崎市全

体の１％以上に影響の出る改

定となる。これだけ大勢の市民

に影響の出る施策案だが、岡崎

市市長、市議会議員を含めて一

致した案か。

今回の改定は、介護保険運営協議

会にて説明を行い、承認を得た

後、市の規定に基づいて改定を進

めています。

27 短期集中型

通所サービ

ス

その他 短期集中型通所サービスにつ

いて、要支援１の方が最長６か

月で卒業の目途が立つのか疑

問がある。「６か月」と「卒業」

と「１年間の空白期間」の根拠

を教えてほしい。

「６か月」のサービス提供期間は

国のガイドラインや愛知県内で

短期集中型通所サービスを実施

している市町村を参考に設定し

ています。

短期集中型通所サービスは生活

機能の維持・改善を図り、地域の

通いの場等へつなげることで元

の生活を取り戻し、介護保険サー

ビスから卒業することを目標と

していますが、６か月間本サービ

スを利用しても、介護保険サービ

スからの卒業が難しい場合は、ケ

アマネジメントによって、再度の

利用や他サービスの利用を御検

討いただきます。

１年の空白期間はあくまで目安

になりますので、ケアマネジメン

トによって判断していただくこ

とになります。

28 短期集中型

通所サービ

ス

その他 地域包括支援センターが居宅

介護支援事業所に委託したケ

ースが大量に戻ってきた場合、

包括が機能不全に陥る可能性

があります。予測とリスク管理

について教えてほしい。

地域包括支援センターに求めら

れる役割が年々増しており、業務

量が膨大になってきていること

は把握しています。委託を受けた

居宅介護支援事業所が安易にケ

ースを戻すことがないように、居

宅介護支援事業者部会にて、再度

説明することも検討しています。

また、地域包括支援センターにつ



いても、人員を新たに配置できる

ように、委託料の増額を予定して

います。

29 訪問サービ

ス

請求方法 週３回のうち、２回入浴、１回

買い物代行の場合、請求はどの

ようにしたらいいか。

身体介護を伴うサービスを提供

する場合にあっては、予防専門型

訪問サービス費を請求してくだ

さい。

30 訪問サービ

ス

請求方法 １か月５週あるときに、予定で

は包括請求だが、キャンセルに

なると回数請求でよいのか。

キャンセルにより提供回数が予

定以下になってしまった場合は、

その回数に応じた予防専門型訪

問サービス費を請求してくださ

い。

31 訪問サービ

ス

請求方法 「共におこなう」と文面があれ

ば、身体になるので、予防専門

型訪問サービスでよいのか。

御理解のとおり、「共におこなう」

等の文面がありましたら、予防専

門型訪問サービス費の請求で問

題ありません。

32 訪問サービ

ス

サービス内

容

身体は今まで通り予防専門型

訪問サービス、生活援助は生活

支援型訪問サービスというこ

とで続けてサービスをするこ

とはできるのか。

質問のとおり、生活支援型訪問サ

ービスの指定を持っている事業

所については、生活支援型訪問サ

ービスの提供は可能です。

33 訪問サービ

ス

キャンセル

料

回数請求の場合は、基本的にキ

ャンセル料を利用者に請求し

てよいのか。

キャンセル料については、十分に

説明（重要事項説明書等）の上で

あれば、請求していただいて問題

ありません。

34 生活支援型

訪問サービ

ス

指定時期 現在、生活支援型訪問サービス

を実施していなく、今後も実施

予定ではない場合は、平成31年

10 月１日までに届出が必要な

のかどうかよく分からなかっ

た。

予防専門型訪問サービスの指定

を持っている事業所であり、生活

支援型訪問サービスの指定を持

っていない事業所のうち、平成 31

年 10 月１日以降に生活支援型訪

問サービスを提供する予定がな

い事業所については、生活支援型

訪問サービスの指定の辞退届を

していただく予定です。

35 生活支援型

訪問サービ

ス

指定時期 生活支援型訪問サービスを実

施しないのであれば、認定のど

れくらい前に伝えればよいの

か。

生活支援型訪問サービスの指定

を持つ予定がない事業所につい

ては、その時期も含めて、来年度



の早い時期に訪問介護小部会で

の御説明を予定しています。

36 生活支援型

訪問サービ

ス

契約 契約書を再度取り交わす必要

があるのか。

生活支援型訪問サービスの提供

になりますので、原則は契約を結

ぶ必要があります。ただし、生活

支援型訪問サービスの提供を同

一の事業所において行う場合は、

その変更点を文書により利用者

様へ説明していただくことで、差

し支えありません。

37 総合事業 改定につい

て

今回の改定のように大胆で強

制力のある施策を実施してい

くということは、民間事業者と

の距離を置き、風通しの悪い措

置時代の行政に戻るという解

釈でよろしいか。

少子高齢化が進み、高齢者を支え

る担い手が不足する中、現状のま

まの介護保険サービスを提供し

続けることは今後難しくなるこ

とが予測されます。持続可能な介

護保険サービスを維持していく

ためにも、本市の方向性について

御理解をいただきますようお願

いします。

38 予防専門型

通所サービ

ス

予防専門型

訪問サービ

ス

生活支援型

訪問サービ

ス

請求方法 今まで包括報酬だったものが、

曜日に伴って月ごとに単価報

酬か包括報酬か変わるのはど

うなのか。

月ごとに包括報酬か回数による

報酬か変わることで、利用者の事

業所の請求が繁雑になることは

承知しております。もともと、介

護予防制度は、回数ではなく、そ

の支援の程度による報酬であっ

たところですが、月に１度しか利

用しなかったが、月額の請求はお

かしいとの意見等もあったとこ

ろから、今回見直ししているとこ

ろでありますので、御理解をいた

だきますようお願いします。


