
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うるま市 

介護予防・日常生活支援総合事業実施に伴う 

介護予防ケアマネジメントについて 

令和元年６月作成 
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（１）訪問型サービス 

≪サービスの内容≫ 

 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

区分 訪問型サービス （独自） 短期集中予防サービス 

訪問型サービス C 

移動支援 

訪問型サービス D  ※検討中 

提供者 指定事業者 直接実施 補助／助成  

内容 ■訪問介護員による「身体介護」及

び「生活援助」 

※従前の介護予防訪問介護と同

様のサービス 

■専門職による居宅での相談指導等 

①生活機能等の評価を基に、日常生活動

作の改善等を指導 

②通いの場への参加支援 

③健康管理や介護予防に関してセルフコ

ントロールが行えるよう助言・指導 

①送迎前後の付き添い支援 

②地域支援事業（一般介護予防

事業・サークル）への送迎 

 

想定する

対象者 

①既にサービスを利用しており、サ

ービスの利用の継続が必要な方 

②認知機能の低下により日常生活

に支障がある症状・行動を伴う方 

③退院直後で状態が変化しやす

く、専門的サービスが特に必要な

者 等 

①短期間の集中的なアプローチで、課題

の改善が見込まれる方 

②現在の活動状況や社会参加状況等の

広がりが期待できる方 

③閉じこもり期間の延長による筋力低下や

体力低下等で生活に支障が出ている方 

①移動支援をすることで、外出へ

の意欲を持ち、自立した生活を

送ることが見込まれる方 

②通所型サービス（独自・多様）

を卒業し、通いの場へ参加するこ

とで、地域の方との交流や活動

により生活意欲の向上が見込ま

れる方 

 

≪サービス単価及び回数≫ 

 現行の訪問介護相当 多様なサービス 

区分 訪問型サービス （独自）  短期集中予防サービス 

訪問型サービス C 

 移動支援 

訪問型サービス D 

提供時間 

提供回数 

介護予防ケアマネジメント基づく 

従前の介護予防訪問介護と同様 

介護予防ケアマネジメント基づく 

・1～2週間に 1回 ・３カ月を目安 

介護予防ケアマネジメント基づく 

サービス単価 １回あたりの単価 

（ひと月の提供回数が一定回数を

超えた場合のみ定額単価） 

― ― 

加算 従前の介護予防訪問介護と同様 なし なし 

利用者負担 サービス費の１割又は２割 なし 検討中（ガソリン代のみ負担） 

サービスコードﾞ A2 ― ― 

請求方法 国保連合会へ請求 ― ― 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ類型 ケマネジメント A ケアマネジメント A ケアマネジメント B 

限度額管理 ○ なし なし 

１．介護予防・日常生活支援総合事業 
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生活保護の介助

扶助 

○ なし 検討中 

高額介護予防サ

ービス費 

○ 対象外 対象外 

 

（２）通所型サービス 

≪サービスの内容≫ 

 現行の通所介護相当 

区分 通所型サービス （独自） 

提供者 指定事業者 

内容 ■生活機能向上のための機能訓練 

※従前の介護予防通所介護と同様のサービス 

想定する

対象者 

①既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要な方 

②多様なサービスの利用が難しい方 

③生活機能の向上トレーニングを行うことで改善、維持が見込まれる方 

※状態像を踏まえながら、多様なサービスの利用を検討していく 

 

 多様なサービス 

区分 緩和した基準によるサービス 短期集中予防サービス 

通所型サービス A 

（認知機能向上） 

通所型サービス A 

（運動機能向上） 

通所型サービス C 

（認知機能向上） 

通所型サービス C 

（運動機能向上） 

提供者 委託事業者 

（株式会社 フォスタ） 

委託事業者 

（株式会社 フォスタ） 

委託事業者 

（合同会社 Dプラス Dサポ

ート沖縄 プライフ） 

委託事業者 

（有限会社 在宅介護サー

ビスひまわり） 

時間 

場所 

別紙参照 別紙参照 別紙参照 13時～16時 

こもれび 

内容 ■社会参加の場で行われ

る認知機能向上を目的とし

た自立支援サービス 

①認知機能・生活機能等

の評価を基に、認知機能

向上プログラム（脳トレ、コ

グニサイズなど）を実施 

②健康づくりに関してセル

フコントロールが行えるよう

助言・指導 

③利用者の状態に応じ、

社会参加活動への支援 

■社会参加の場で行われ

る生活機能向上を目的とし

た自立支援サービス 

①身体機能・生活機能等

の評価を基に、運動機能

向上プログラム（筋力、バラ

ンス力、柔軟性等）を実施 

②健康づくりに関してセル

フコントロールが行えるよう

助言・指導 

③利用者の状態に応じ、

社会参加活動への支援 

■専門職による認知機能

向上を目的とした自立支

援サービス 

①保健・医療の専門職が

自宅を訪問し、支障をきた

している日常生活行為や

その原因、家屋や周辺環

境等のアセスメントを実施 

②生活環境及び認知機

能・生活機能等の評価を

基に、認知機能向上トレー

ニングを実施 

■専門職による生活機能

向上を目的とした自立支

援サービス 

①保健・医療の専門職が

自宅を訪問し、支障をきた

している日常生活行為や

その原因、家屋や周辺環

境等のアセスメントを実施 

②生活環境及び身体機

能・生活機能等の評価を

基に、運動機能向上トレー

ニングを実施 
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③健康づくりに関してセル

フコントロールが行えるよう

助言・指導 

④サービス終了後は本人

にあった活動場所の提案 

③健康づくりに関してセル

フコントロールが行えるよう

助言・指導 

④サービス終了後は本人

にあった活動場所の提案 

想定する

対象者 

■認知機能の軽度低下者 

（物忘れ相談プログラムに

て認知機能軽度低下疑い

があり 、行動観察方式

（AOS）にて境界型同等と

判断 

※中核症状・行動・心理症

状に関連する症状がみら

れる方は対象外とする 

①認知機能の軽度の低下

がみられるが、利用者本人

が目的意識をもち、認知機

能向上、生活機能向上に

向けた取り組みが行える方 

②身体機能や意欲低下に

より自宅内で過ごすことが

多くなっているが、社会参

加状況等の広がりが期待

できる方 

■身体機能の軽度低下者 

①身体機能の軽度の低下

がみられるが、利用者本人

が目的意識をもち、身体機

能向上、生活機能向上に

向けた取り組みが行える方 

②身体機能や意欲低下に

より自宅内で過ごすことが

多くなっているが、社会参

加状況等の広がりが期待

できる方 

 

■認知機能の軽度低下者 

（物忘れ相談プログラムに

て認知機能軽度低下疑い

があり 、行動観察方式

（AOS）にて境界型同等と

判断 

※中核症状・行動・心理症

状に関連する症状がみら

れる方は対象外とする 

①認知機能の軽度低下等

により自宅内で過ごすこと

が多くなっている方 

②短期間の集中的なアプ

ローチで、課題の改善が

見込まれる方 

③利用者本人が目的意識

をもち、認知機能向上、生

活機能向上に向けた取り

組みが行える方 

■身体機能の軽度低下者 

①身体機能の軽度の低下

により自宅内で過ごすこと

が多くなっている方 

②短期間の集中的なアプ

ローチで、課題の改善が

見込まれる方 

③利用者本人が目的意識

をもち、身体機能向上、生

活機能向上に向けた取り

組みが行える方 

 

 

≪サービス単価及び回数≫ 

 現行の通所介護相当 多様なサービス 

区分 通所型サービス （独自） 緩和した基準によるサービス 

通所型サービス A （認知・運動） 

短期集中予防サービス 

通所型サービス C（認知・運動） 

提供時間 

提供回数 

介護予防ケアマネジメント基づく 

従前の介護予防通所介護と同様 

1回あたり概ね３時間程度 

頻度：1回／週 

１回あたり概ね３時間程度 

頻度：2回／週 

期間：3カ月を目安 

サービス単価 １回あたりの単価 

（ひと月の提供回数が一定回数を

超えた場合のみ定額単価） 

― ― 

送迎 従前の介護予防通所介護と同様 あり あり 

加算 従前の介護予防通所介護と同様 なし なし 

利用者負担 サービス費の１割又は２割 1回あたり 200円 １回あたり 200円 
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サービスコードﾞ A６ ― ― 

請求方法 国保連合会へ請求 ― ― 

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ類型 ケマネジメント A ケアマネジメント B ケアマネジメント A 

限度額管理 ○ なし なし 

生活保護の介助

扶助 

○ ○ ○ 

高額介護予防サ

ービス費 

○ 対象外 対象外 

 

（３）介護予防ケアマネジメント 

① 介護予防ケアマネジメントの考え方 

■ 介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限

り防ぐ」「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする」ために、高齢者

自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、従来からのケアマネジメン

トのプロセスに基づくものである。 

■ 新しい総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、利用者の生活上の何らかの困りご

とに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、利用者の自立支援に資するよう、心

身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような居場所に通い続け

るなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていくことが重要である。 

 

② 介護予防ケアマネジメントの類型 

 介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状態や基本チェックリストの結果、本人

の希望するサービスなどを踏まえて、ケアマネジメント A、ケアマネジメント B、ケアマネジメント C

の３パターンに分けて行う。 

 介護予防ケアマネジメントにおいて使用する様式は、指定した様式を使用する。 

類型 ①ケアマネジメント A 

（原則的な介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

②ケアマネジメント B 

（簡略化した介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

③ケアマネジメント C 

（初回のみ介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

内容 ・サービス事業の指定を受けた事

業所のサービスを利用する場合 

・訪問型サービス C、通所型サー

ビス C を利用する場合 

・その他地域包括支援センターが

必要と判断した場合 

ケアマネジメント A、ケアマネジ

メント C 以外のケースで、ケアマ

ネジメントの過程で判断した場合 

（指定事業所以外の多様なサービ

スを利用する場合） 

ケアマネジメントの結果、補助や

助成のサービス利用や配食などの

その他の生活支援サービスの利用

につなげる場合 

（※必要に応じ、その後の状況把

握を実施） 

対象事業 【訪問型サービス】 

・訪問型サービス（独自） 

・訪問型サービス C 

【通所型サービス】 

・通所型サービス（独自） 

【訪問型サービス】 

・訪問型サービス D 

【通所型サービス】 

・通所型サービス A（認知・運動） 

 

一般介護予防事業 
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・通所型サービス C（認知・運動）  

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

の特徴 

■現行の予防給付に対する介護予

防ケアマネジメントと同様、アセ

スメントによってケアプラン原案

を作成し、サービス担当者会議を

経て決定する。 

■利用者との面接によるモニタリ

ングは、少なくともサービス提供

開始月の翌月から 3 カ月に 1 回行

う。 

■訪問型サービス C、通所型サー

ビス C のケアプランの期間は原則

3 カ月とする。 

■ケアマネジメント A と同様のプ

ロセスで、アセスメントから課題

分析しケアプラン（簡易ケアプラ

ン）を作成する。 

■プランの作成にあたっては、利

用者及びサービス提供者が内容を

共有することで、サービス担当者

会議を省略できる。 

■利用者との面接によるモニタリ

ングは必要に応じ、間隔をあけて

時期を設定することができる。 

■初回のみ、簡略化した介護予防

ケアマネジメントを実施し、ケア

マネジメントの結果を利用者へ説

明する。 

■利用者の同意を得て、サービス

提供者に対してケアマネジメント

の結果を送付または利用者本人に

持参してもらう。 

■モニタリングは省略できるが、

利用者の状況に変化があった際

に、適宜サービス提供事業者から

地域包括支援センターに連絡、相

談ができる体制をとっておく。 

プロセス アセスメント  

→ケアプラン原案作成  

→サービス担当者会議  

→利用者への説明・同意  

→ケアプラン確定・交付 

（利用者・サービス提供者）  

→サービス利用開始  

→モニタリング 

アセスメント  

→簡易ケアプラン【介護予防支援

計画表・評価シート（ケアマネ

ジメント結果等記録表）】作成  

→（サービス担当者会議は省略可） 

→利用者への説明・同意  

→簡易ケアプラン確定・交付 

（利用者・サービス提供者）  

→サービス利用開始  

→モニタリング（適宜） 

アセスメント  

→簡易ケアプラン【介護予防支援

計画表・評価シート（ケアマネ

ジメント結果等記録表）】作成  

→利用者への説明・同意・確定  

→利用するサービス提供者へ送付

（本人持参）  

→サービス利用開始  

 

（４）一般介護予防事業（介護予防普及啓発事業） 

区分 一般介護予防事業 

脳いきいきクラブ 

（認知機能） 

元気あっぷジム 

（運動機能） 

うるま男塾 

提供者 委託事業者 

（株式会社 フォスタ） 

委託事業者 

（株式会社 フォスタ・株式会社トータルラ

イフサポート研究所 スタジオ・カシータ） 

委託事業者 

（一般社団法人 プロモーションうるま） 

時間 

場所 

別紙参照 別紙参照 別紙参照 

内容 ■高齢者の身近な場所で、適切

な運動方法の習得と習慣化を支

援し、認知症予防への意識、自

助力を高めることを目的とした教

■高齢者の身近な場所で、適切な運動

方法の習得と習慣化を支援し介護予防

への意識・自助力を高めることを目的とし

た教室 

■高齢者の身近な場所で、適切な運

動方法の習得と習慣化を支援し介護予

防への意識・自助力を高めることを目

的とした教室 
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室 

■日常生活の活動を高め、家庭

や社会への参加促進により、生

きがいや自己実現の取組につな

げることを支援する。 

（流れ） 

１．ウォーミングアップ・ストレッチ

ング 

２．ミニ講話（認知・生活機能改

善のための生活指導やセルフケ

アに関する講話等） 

３．認知機能向上トレーニング

（脳トレ等） 

４．クールダウン 

■日常生活の活動を高め、家庭や社会

への参加促進により、生きがいや自己実

現の取組につなげることを支援する。 

（流れ） 

１．ウォーミングアップ・ストレッチング 

２．ミニ講話（介護予防に関する講話等） 

３．トレーニング・筋力トレーニング 

４．クールダウン 

■日常生活の活動を高め、家庭や社

会への参加促進により、生きがいや自

己実現の取組につなげることを支援す

る。 

（流れ） 

１．ウォーミングアップ・ストレッチング 

２．ミニ講話（介護予防に関する講話

等） 

３．トレーニング・筋力トレーニング 

  （うるみんフィットネスセンターでの筋

トレ等） 

４．クールダウン 

想定す

る 

対象者 

うるま市在住の概ね 65 歳以上の

者 

※通所型サービス A【脳活型】、

通所型サービス C【脳活型】の卒

業生も含む 

うるま市在住の概ね 65歳以上の者 

※通所型サービス A【運動型】、通所型サ

ービス C【運動型】の卒業生も含む 

うるま市在住の概ね 65歳以上の男性。 

※通所型サービス A【運動型】、通所型

サービス C【運動型】の卒業生も含む 

送迎 なし なし なし 

利用者 

負担 

なし なし なし 

 

 

 

 

 

１．ケアマネジメント A（原則的な介護予防ケアマネジメント）について 

基本的な考え方 ■介護予防支援に準じた形で、原則的に行う介護予防ケアマネジメントで

あり、適切なアセスメントに基づき、高齢者の自立に向けて設定された目

標を達成することを目指す 

■利用者の生活上の困りごとに対して、単にそれを補うサービスを利用す

るのではなく、高齢者の自立支援や介護予防に資するよう専門的支援によ

り心身機能の維持・改善を図っていく 

ケアプランの手順 予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様のプロセスを実施 

利用するサービス ・訪問型サービス（独自） 

・通所型サービス（独自） 

・訪問型サービス C 

２．介護予防ケアマネジメント 
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・通所型サービス C を利用する場合 

※上記サービスと併用して、通所型サービス A、一般介護予防事業を利用

する場合は、ケアマネジメント A を作成 

ケアプランの様式 介護予防・サービス支援計画表（現行のプラン） 

ケアプラン 事業所の専門職の意見を参考にケアプランを作成 

モニタリング 少なくとも３か月に１回利用者の居宅で面接、訪問しない月は、事業所へ

の訪問、利用者への電話等の方法により状況を確認し記録を残す 

評価 サービス提供事業所からの個別計画書及び評価も参照し、少なくとも６ヶ

月に１回は評価を実施 

ケアマネジメント費 １件あたり 4,300 円（毎月支払い） 

利用者負担 なし 

加算 ・初回加算 

・介護予防小規模多機能連携加算 

給付管理票の作成 ・指定事業所によるサービスについては給付管理表を作成 

・短期集中サービスについては不要 

支払方法 ・市に直接請求 

実施事業所 ・地域包括支援センター（指定居宅介護支援事業者への委託も可能） 

 

２．ケアマネジメント B（簡略化した介護予防ケアマネジメント）について 

基本的な考え方 ■基準緩和型サービスを利用する場合に実施する（通所型サービス A） 

■適切なアセスメントに基づき、高齢者の自立に向けて設定された目標を

達成することを目指す 

■利用者の生活上の困りごとに対して、単にそれを補うサービスを利用す

るのではなく、高齢者の自立支援や介護予防に資するよう意欲を引き出

し、主体的な取り組みができるよう支援する 

ケアプランの手順 ケアマネジメントＡと同様のプロセスで、アセスメントから課題分析しケ

アプラン（簡易ケアプラン）を作成する。 

ケアプランの作成にあたっては、利用者及びサービス提供者が内容を共有

することで、サービス担当者会議を省略できる。 

利用するサービス ・通所型サービス A 

ケアプランの様式 介護予防支援計画表・評価シート（ケアマネジメント結果等記録表） 

＊簡易ケアプラン 

モニタリング 必要に応じ間隔を設定（概ね半年毎）。モニタリングの月は利用者の居宅

で面接を行う。訪問しない月は、事業所への訪問、利用者への電話等の方

法により状況を確認し記録を残す 

評価 概ね半年毎 

ケアマネジメント費 １件あたり 4,300 円（毎月支払い） 

利用者負担 なし 
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加算 ・初回加算 

・介護予防小規模多機能連携加算 

給付管理票の作成 不要 

支払方法 ・市に直接請求 

実施事業所 ・地域包括支援センター（指定居宅介護支援事業者への委託も可能） 

 

３．ケアマネジメント C（初回のみ介護予防ケアマネジメント）について 

基本的な考え方 ■ケアマネジメントの結果、指定事業所によるサービスや短期集中サービ

ス、基準緩和型サービスを卒業し、一般介護予防事業等の利用につなげる

場合に実施する 

■サービス利用開始時のみケアマネジメントを行う 

 

ケアプランの手順 初回のみ、簡略化（サービス担当者会議、モニタリングを省略）した介護

予防ケアマネジメントのプロセスを実施する 

 

利用するサービス 一般介護予防事業等や地域の通いの場（自主体操サークル、ミニデイ、高

齢者サロン、各種趣味サークル等） 

※指定事業所によるサービスや短期集中サービス、基準緩和型サービスと

併用する場合は、それぞれの類型に沿ったケアマネジメントを行う 

 

ケアプランの様式 介護予防支援計画表・評価シート（ケアマネジメント結果等記録表） 

＊簡易ケアプラン 

モニタリング モニタリングは行わないが、利用者の状況に変化があった際に、適宜サー

ビス提供者などから地域包括支援センターに連絡する体制をとっておく。 

※名簿など簡易な利用者管理を行う 

 

評価 なし 

ケアマネジメント費 １件あたり 4,300 円（初月のみ） 

利用者負担 なし 

加算 社会参加加算（初月のみ） 

給付管理票の作成 不要 

支払方法 ・市に直接請求 

実施事業所 ・地域包括支援センター（指定居宅介護支援事業所への委託も可能） 
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４．サービスのパターンとケアマネジメントの種類 

2 種類以上のサービスを併用して利用する場合は、ケアマネジメントは「 A ＞ B ＞ C 」と

して考える。 

【訪問型サービス】 

訪問型 ケアマネジメント種類 

訪問型（独自） 訪問型 C  

●   

ケアマネジメント A ● ● 

 ● 

 

【通所型サービス】 ※通所型サービスの併用は基本不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般介護予防事業 
ケアマネジメント種類 

体操習得塾【脳活教室】 体操習得塾【運動教室】 体操サークル 

●    

 

ケアマネジメント C 

 

 ●  

  ● 

● ●  

 ● ● 

● ● ● 

 

 

 

 

 

通所型  

ケアマネジメント種類 通所型（独自） 通所型 A 通所型 C 

【認知機能

向上型】 

【運動機能向

上型】 

【 認 知 機

能向上型】 

【運動機能向

上型】 

●     ケアマネジメント A 

 ●    
ケアマネジメント B 

  ●   

   ●  
ケアマネジメント A 

    ● 

 ●  ●  ケアマネジメント A 

※通所型 C を卒業後、以降

目的で通所型 A を併用する

ことは可能 

  ●  ● 
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【訪問型サービスと通所型サービスの併用】 

 訪問型 ケアマネジメント種類 

訪問型（独自） 訪問型 C  

通所型（独自） ●   

ケアマネジメント A ● ● 

通所型 A ●   

ケアマネジメント A ● ● 

通所型 C ●   

ケアマネジメント A ● ● 

 

５．介護予防ケアマネジメントの類型における各プロセスの実施 

 ケアマネジメント A ケアマネジメント B ケアマネジメント C 予防給付 

アセスメント ○ ○ ○ ○ 

ケアプラン原案作

成 

○ 

介護予防サービス・支援

計画表 

○ 

介護予防支援計画表・評

価シート（ケアマネジメ

ント結果等記録表） 

※簡易ケアプラン 

（○） 

介護予防支援計画表・評

価シート（ケアマネジメ

ント結果等記録表） 

※簡易ケアプラン 

○ 

サービス担当者会

議 

○ △ ― ○ 

利用者への説明・同

意 

○ ○ ○ ○ 

ケ ア プ ラ ン の 確

定・交付（利用者・

サービス提供者） 

○ ○ ― 

（本人の同意のもと情報

提供又は本人が持参） 

○ 

サービス利用 ○ ○ ○ ○ 

モニタリング ○ △ 

（必要に応じ間隔を設

定する） 

― 

（利用者の状況に変化が

あった際に、地域包括支

援センターに連絡する体

制をとる） 

○ 

評価 ○ ○ ― ○ 

（○：実施 △：必要に応じて実施 ―：不要） 
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６．利用者との契約及び届出について 

更新前 更新後 利用サービス ケアマネジメント 居宅・介護予防サービス計画作成・

介護予防ケアマネジメント依頼届出 

契約等 

事業 

対象者 

要支援 予防給付サービス 介護予防支援 

 

地域包括支援センターが介護予防サ

ービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼届出 

（☑介護予防サービス計画） 

 

契約変更必要な

し 

(※1)  

予防給付 

＋総合事業サービス 

総合事業サービス 介護予防ケアマネ

ジメント 

要介護 介護給付サービス 居宅介護支援 居宅介護支援事業所が居宅サービス

計画作成届出 

居宅介護支援事

業所との契約 

要支援 事業 

対象者 

総合事業サービス 介護予防ケアマネ

ジメント 

地域包括支援センターが介護予防サ

ービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼届出 

（☑介護予防ケアマジメント） 

契約変更必要な

し 

(※1) 

要支援 

 

予防給付サービス 

 

介護予防支援 

 

不要 契約変更必要な

し 

(※1) 予防給付 

＋総合事業サービス 

総合事業サービス 介護予防ケアマネ

ジメント 

要介護 介護給付サービス 居宅介護支援 居宅介護支援事業所が居宅サービス

計画作成届出 

居宅介護支援事

業所との契約 

要介護 事 業 対

象者 

総合事業サービス 介護予防ケアマネ

ジメント 

地域包括支援センターが介護予防サ

ービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼届出 

（☑介護予防ケアマジメント） 

地域包括支援セ

ンターと契約 

要支援 

 

予防給付サービス 介護予防支援 

 

地域包括支援センターが介護予防サ

ービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼届出 

（☑介護予防サービス計画） 

地域包括支援セ

ンターと契約 予防給付 

＋総合事業サービス 

総合事業サービス 介護予防ケアマネ

ジメント 

※１ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの内容で契約をしている場合 

 

（根拠資料） 

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についての Q&A 

【平成２７年１月９日版】第４サービス利用の流れ 問６ 
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（答） 

１ 介護予防ケアマネジメントの依頼の届出については、委任状は必要なく、利用者本人が自書の上、

家族や地域包括支援センターが代理で市町村に提出することは可能である。 

２ 介護給付から予防給付又は介護予防・生活支援サービス事業に移行する場合は、居宅介護支援事業

者から地域包括支援センターへケアマネジメントの実施者を変更することとなるため、届出が必要で

ある。 

３ なお、要支援者が予防給付から介護予防・生活支援サービス事業へ移行する際は、指定介護予防支

援から介護予防ケアマネジメントへ移行することとなるが、この場合は、要支援者であることは変わ

らず、ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターも変わらないため、届出書の提出は省略す

ることもできる。 

  一方、要支援者から基本チェックリストによるサービス事業対象者に移行する場合は、介護予防ケ

アマネジメント依頼届出によりサービス事業対象者として登録するため、届出書の提出が必要である。 

 

 

 

 

１．ケアプラン別作成費単価 

（１）介護予防サービス計画（介護予防支援費） 

 介護予防支援費 初回加算 小規模多機能連携

加算 

介護予防支援 430 単位 

（4,300 円） 

300 単位 

（3,000 円） 

300 単位 

（3,000 円） 

 

（２）介護予防支援計画（介護予防ケアマネジメント費） 

 

 

 

 

 ケアマネジメント費 初回加算 

 

社会参加加算 

 

小規模多機能連

携加算 

介護予防 

ケアマネジメント A 

430 単位 

（4,300 円） 

300 単位 

（3,000 円） 

 

 

300 単位 

（3,000 円） 

介護予防 

ケアマネジメント B 

430 単位 

（4,300 円） 

300 単位 

（3,000 円） 

 

 

300 単位 

（3,000 円） 

介護予防 

ケアマネジメント C 

430 単位 

（4,300 円） 

 

 

300 単位 

（3,000 円） 

300 単位 

（3,000 円） 

３．報酬請求 

介護予防ケアマネジメントの依頼は、利用者から市町村に届け出ることになっているが、本人の代

理として家族や地域包括支援センターから提出する際は、委任状が必要か。また、要介護から要支

援に変わり、給付によるサービス利用から、事業によるサービス利用に切り替わる際など、事業と

給付の移行の度に、届出が必要か。 
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（３）算定の考え方 

【初回加算が算定できる場合】 

・転居などにより、担当地域包括支援センターが変更になった場合 

・過去２カ月以上地域包括支援センターにおいて介護予防支援計画を作成しておらず、介護予防ケア

マネジメントが算定されていない場合で、介護予防サービス計画を作成した場合。 

※介護予防支援から介護予防ケアマネジメントへの移行、介護予防ケアマネジメントから介護予防支

援への移行、また介護予防ケアマネジメント A から介護予防ケアマネジメント B の移行等では初回

加算の算定はできません。 

（根拠資料） 

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についての Q&A 

【平成２７年３月３１日版】第４サービス利用の流れ 問８ 

 

 

（答） 

 介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に移行した場合の介護予防支援の初回加算の算定につて

は、過去 2 ヶ月以上当該地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、

介護予防ケアマネジメント費が算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画を

作成した場合に限られる。 

 

【社会参加加算が算定できる場合】 

介護予防ケアマネジメント A 又は B が算定されていた方で、介護予防・生活支援サービス事業終了後、

一般介護予防事業利用のためケアマネジメント C を行い、継続参加のつなぎを行った場合に限り算定で

きる。 

 

【月途中で介護予防ケアマネジメントの変更がされた場合】 

ケアマネジメント費は１月あたりの算定となるため、月末にサービス提供を行った介護予防ケアマネ

ジメントの内容で請求を行う。 

（例） 

①通所型サービス（独自）利用から、月途中で通所型サービス A 利用のためケアマネジメント B の

流れでプランを作成し交付を行った 

   →請求：ケアマネジメント B（430 単位） 

  ②通所型サービス A 利用から、月途中で一般介護予防教室（うるま体操習得塾：【運動】）利用のた

めケアマネジメント C の流れで簡易プランを作成し交付を行った 

   →請求：ケアマネジメント C（430 単位）＋社会参加加算（300 単位） 

 

 

 

 

要支援者の認定の有効期間満了に伴い、総合事業のサービス事業利用に移行する場合、初回加算は算定

できないとのことだが、サービス事業利用から、新たに要支援の認定を受けて、給付のサービスを利用

する事となった場合、初回加算は算定できるのか。 
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２．給付管理 

 介護予防支援費 介護予防ケアマネジメント費 

■利用サービス ・予防給付のみ 

・予防給付＋総合事業サービス 

総合事業のみ利用 

■請求の流れ 居宅介護支援事業所 

→各地域包括支援センター 

→国保連合会 

居宅介護支援事業所 

→各地域包括支援センター  

→うるま市 

■提出書類 

居宅介護支援事業所 

    ↓ 

地域包括支援センター 

①実績報告書 

②介護予防支援委託料請求書 

③介護予防支援委託料請求明

細書 

①実績報告書 

②介護予防ケアマネジメント委託料請求書 

③介護予防ケアマネジメント委託料請求明

細書 

■提出書類 

地域包括支援センター 

    ↓ 

うるま市 

 ①実績報告書（写） 

②介護予防ケアマネジメント委託料請求書

（市提出用） 

③介護予防ケアマネジメント委託料請求明

細書（市提出用） 
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３．月額包括報酬の日割り請求について 

・介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス（独自）、通所型サービス（独自）においては、1

回あたりの単価設定による報酬であるが、ひと月の提供回数が一定回数を超える場合においては、月

額単位数となる。 

・月額単位数となる場合において、以下の対象事由に該当する場合は、日割り算定となる。 

＜参考＞平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省事務連絡 資料Ⅰ－９ 
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１．事業者の指定 

 訪問型サービス（独自）、通所型サービス（独自）は、うるま市介護予防・日常生活支援総合事業

における指定第１号事業者の指定等に関する要綱第３条に基づき、うるま市介護予防・日常生活

支援総合事業における指定第１号事業者の指定を受けている事業所がサービス提供できることと

している。 

 

２．使用するサービスコード 

【訪問型サービス（独自）】 

サービスの名称 単位数 コード 内容 

訪問型サービスⅠ 266単位／回 A22411 事業対象者、要支援１・２の者が、

週１回程度の訪問型サービスを利用

した場合 

1,168 単位／月 

※1か月の提供回数が 5回以上の場合 

A21111 

訪問型サービスⅡ 270単位／回 A22511 事業対象者、要支援１・２の者が、

週２回程度の訪問型サービスを利用

した場合 

2,335 単位／月 

※1か月の提供回数が 9回以上の場合 

A21211 

訪問型サービスⅢ 285単位／回 A22621 事業対象者、要支援２の者が、週２

回を超える程度の訪問型サービスを

利用した場合 

※退院直後等で一時的に集中してサ

ービスを利用する必要性があると判

断される場合は、週に 3 回を超えて

位置付けることを可能とする。 

3,704 単位／月 

※1か月の提供回数が 13回以上の場合 

 

A21321 

 

【通所型サービス（独自）】 

サービスの名称 単位数 コード 内容 

通所型サービス１ 378単位／回 A61113 事業対象者、要支援１の者が、週１

回程度の通所型サービスを利用した

場合 

1,647 単位／月 

※1か月の提供回数が 5回以上の場合 

A61111 

通所型サービス２ 389単位／回 A61123 事業対象者、要支援２の者が、週２

回程度の通所型サービスを利用した

場合 

3,377 単位／月 

※1か月の提供回数が 9回以上の場合 

A61121 
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３．利用者負担割合と給付制限の適用 

利用者負担割合 

  介護給付の負担割合と同様に、原則 1 割、一定以上所得者は 2 割とする。 

 

給付制限の適用 

  ・保険料を滞納している人が介護保険サービスを受けたときにとられる給付制限（3 割負担）は、重

度化防止という総合事業の趣旨から、当面の間適用しない。 

  ・要支援認定を受け予防給付サービスを利用する場合は、これまで同様、給付制限の適応を受ける

こととなる。 

高額介護サービス費相当事業 

 訪問型サービス（独自）、通所型サービス（独自）においても、同じ月に利用したサービスの利用者

負担の合計額（同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額）が高額となり、負担上限額を

超えた場合は、申請により超えた額を支給する。 

（該当者にはサービス利用月の概ね 2 ヶ月後から 3 ヶ月後に市から通知） 

 


