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平成 31年３月５日 

改訂版 

文京区の総合サービス事業に関するＱ＆Ａ 

 このＱ＆Ａは、事業者説明会のほか、お問い合わせのあった質疑応答の内容を随時追加し、改定

しています。平成２８年１２月１日更新のＱ＆Ａ以降、更新した項目について、本文の項番号にア

ンダーラインを引いています。 

更新した項番号は以下の通り。 

Ｑ１-１-３、Ｑ３-３-１、Ｑ３-３-３ 
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【基礎情報】 

＜介護予防・日常生活支援総合事業の種類＞ 

  種類 対象 

1 
総合サービス事業 

（介護予防・生活支援サービス事業） 

①要支援１・２の人 

②基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄで生活機能等の低下がみられた人 

2 一般介護予防事業 65歳以上の人 

＜総合サービス事業に切り替わるサービス＞ 

平成 28年 9月まで 平成 28年 10 月から 

要支援の人が利用する介護予防給付のうち、 総合サービス事業 

  ・介護予防訪問介護 → 訪問型サービス（国基準・区独自） 

  ・介護予防通所介護 → 通所型サービス（国基準・区独自） 

＜切り替わるタイミング＞ 

 

※Ｈ28.10.1～Ｈ29.9.30 は、従来の「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」のサービスと

総合サービス事業の「訪問型サービス（国基準）・訪問型サービスＡ（区独自）」と「通所型

サービス（国基準）・通所型サービスＡ（区独自）」が混在することになります。 

 

【共 通】 

Ｑ１-１ 指定手続き 

Ｑ１-１-１：緩和型サービス（区独自）を事業者として、必ず実施しなければならないのか。 

Ａ：あくまでも任意による実施です。サービス内容や報酬単価等総合的な視点から、事業者さまが

ご判断いただくことになります。 

 

Ｑ１-１-２ 緩和型サービス（区独自）に参入しない場合の手続きはどのようなものか。 

Ａ：緩和型サービス（区独自）に参入しない場合、手続きは必要ありません。（参入する事業者の

み手続きが必要です。） 

 

Ｑ１-１-３：国保連に介護報酬を請求する場合における事業所番号については、新たに取得する必

要があるのか。 

Ａ：居宅サービスを新規指定申請し 137～の番号を受けた事業所が、後日総合事業の指定を受ける
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場合は、総合事業においても 137～の番号を使用することができます。過去に介護保険の事業を

行っていない事業所が指定を受ける場合は、総合事業の事業所番号は 13Aから始まる新しい番号

の付番を受ける必要があります。なお、事業所が既に付番されている 137から始まる事業所番号

でなく、13Aから始まる事業所番号で付番を求める場合は、13Aで付番できる取扱いとなってい

ます。（差し替え：平成 30年 11月１日都通知） 

 

Ｑ１-２ 区独自基準サービスの申請 

Ｑ１-２-１：みなし事業所だが、手続きの説明（資料９）では、みなし事業所は区への指定申請は

不要となっているが、資料１０の１ページで運営規定（料金表を含むからだと思うが）は省略可

とはなっていない。 

Ａ：区独自のサービスを提供する場合は、独自の料金設定になりますので、その場合は、運営規定

（料金表を含む）のご提出をお願いします。 

 

Ｑ１-２-２：資料１０号の添付書類一覧に「訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項」にサー

ビス提供責任者の欄があるが独自事業については訪問事業責任者、必ずしもサービス提供責任者

と訪問事業責任者が一致しているわけではないのでそこはどのようにするのか。 

Ａ：国基準も区独自も同じ申請書を使用します。兼務でない場合は、それぞれの欄に記入してくだ

さい。混乱しないように備考欄に注意書きを追加したいと思います。 

 

Ｑ１-２-３：【ご指摘を受け修正する内容】申請方法は、基本的に東京都の申請と同じと思うが、

要介護、国基準、区独自と三つある。三つ巴で展開している場合、職員配置は基本的には兼務で

まかなえると思うが、書類が区独自だけだとわからないのではないか。国基準のほうでこうなっ

ているとか勤務表がないと判断がつかないと思う。予防と要介護を一緒にやっている場合、東京

都に出す場合は両方勤務表を用意して両者を比較して東京都に見せるという形でやっている。 

Ａ：おっしゃるとおりだと思います。実地指導などのときにも両方見せてもらっています。勤務体

制については、事業所全体で出していただくよう周知したいと思います。 

 

Ｑ１-２-４：【ご指摘を受け修正する内容】報酬に関してだが、加算の届出は、区に対してもそう

いう書類が別途必要か。 

Ａ：区独自サービスの加算に関しては、区に届出をしていただく形になります。処遇改善加算など

がありますので。報酬に関しての添付資料は、再度検討し指定申請のご案内に掲載したいと思い

ます。 

 

Ｑ１-３ 定款等の変更、運用規定等の作成 

Ｑ１-３-１：法人の定款の変更について、「介護保険法に基づく訪問事業」とか、そういう形で表

現をしていなければ定款を変える必要はないか。また、必ず「介護保険法に基づく第１号訪問事

業」という表記を入れないといけないのか。 

Ａ：法的に定款が成り立っている（＝提供したいサービスが網羅されている）ものであれば、この

文言が絶対になければいけないということではありません。介護保険事業者さんなので、介護保

険法に基づく文言が定款に入っているとすれば、定款は会社がこういう仕事をしていると規定す

るものなので「介護保険法に基づく第１号訪問事業」等と直す必要があります。 
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Ｑ１-３-２：資料９に第１号訪問事業、第１号通所事業とあるが、この言葉を使わなくてはだめか。

総合事業と言ったほうがわかりやすいと思うが。 

Ａ：介護予防・日常生活支援総合事業と言うと、文京区で呼んでいる総合サービス事業と一般介護

予防事業を合わせた事業となり一般介護予防事業が入ってきます。混乱を避けるために文京区で

は総合サービス事業と呼んでいますが、法律上では第１号事業ということになります。ただし、

現行の記載において介護保険法の○○という書き方をしていないのであれば、資料の例示のとお

り厳密に書く必要はありません。文章を通してご確認ください。 

 

Ｑ１-３-３：単純に文言を替えるだけでは、定款の文脈が通らなくなるのだが。 

Ａ：ご指摘のとおり、介護予防・日常生活支援事業の法的理念が組み込まれていないと、説明がし

づらい箇所が想定されます。ご確認ください。 

 

Ｑ１-３-４：法人の定款だが、当方は社会福祉法人で「老人デイサービス事業」という規定がある。

この「老人デイサービス事業」という名称を使うと今回の総合事業が全て含まれるということで

いいか。 

Ａ：老人福祉法第５条の２の規定で、「老人デイサービス事業」には、総合事業の「第１号通所事

業」が含まれますが、総合事業全てのサービスを含むものではありません。 

 

Ｑ１-３-５：資料９の⑤要介護者向けと要支援者向けの切り分けだが、これはどうしても分けなく

てはいけないか。今まで料金表や契約書、重要事項説明書は、１本でやってきている。加えて総

合事業の何々区の料金と文京区の料金を一つの一覧表にまとめてお渡ししておけば（契約書の別

紙のような扱い）、認定が変わったときに取り直さなくてすむが。 

Ａ：今回の総合サービス事業（文京区呼称）は、各区でサービスの内容が違います。料金表も何区

がどういうサービスでいくら、何区がどういうサービスでいくらという形になることが予想され

ます。区としては、切り分けたほうが利用者にとってわかりやすいと判断して例示したものです。

強制するものではありませんので、どういうパターンが事業所にとって運用しやすいのか、利用

者にとってわかりやすいのかご検討ください。 

 

Ｑ１-３-６：新しい契約書について総合サービス事業が始まる１０月１日時点で（要支援利用者全

員分を）まとめて取ってはいけないということだが、運営規定を変更した場合に同じ契約書を使

っていると届け出ているものと違う契約書が残る形になってしまうがよろしいか。 

Ａ：届け出ている契約書と違っていても、契約の時点で介護予防サービスの提供としては有効なも

のになります。必要なサービスについての契約になっていれば、その契約書と違うものが新しい

契約書に含まれたとしても、契約書を取り直す必要はありません。 

（要支援認定有効期間満了時に、総合サービス事業の契約書に切り替えればよいので、有効期間

中に契約を結びなおす必要はありません。） 

 

Ｑ１-３-７：緩和型サービス（区独自）における事業所と利用者間で締結する契約書のサンプルを

示してほしい。 

Ａ：契約書のサンプルを掲載する旨の回答をいたしましたが、契約書は利用者と事業者が取り交わ

すものであり、各法人によって様式が様々なため、区の様式を示すのは差し控えさせていただく

ことにしました。 
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  なお、ご参考として、従来の契約書を総合事業に対応し変更される場合の留意点について、次

表のとおりまとめましたのでご確認よろしくお願いします。 

 

 

 

 

Ｑ１-４ 定員 

Ｑ１-４-１：現行では要介護の定員と介護予防（要支援）の方の定員を抱き合わせで定員を作って

いると思うが、そこから緩和型サービス（区独自）が出てきたときに全体の定員と住み分けるの

か、それとも一緒に考えるのか。国からもＱ＆Ａが出ているはず。このあたり事業所の規模と緩

和型サービスの定員の考え方で相当影響が出る可能性高い。そのあたりを示して欲しい。練馬区

はその点を示している。 

Ａ：介護給付である訪問介護や通所介護と一体的にサービスを提供する場合については、緩和型サ

ービス（区独自）も含め定員を考えます（資料４参照）。なお、事業所規模に係る定員の考え方

については、Ｑ４-１-４（P13）をご参照ください。 

 

Ｑ１-５ サービス提供 

Ｑ１-５-１：【ご指摘を受け修正した内容】緩和型サービス（区独自）では、必要に応じてサービ

ス計画を作成となっている。加算の場合は、必須となっている。現状の通所介護は全て通所介護

計画に沿って作られている。基本ベースがないのに加算だけ計画書があるというのはおかしい。

そのあたりの書類の関係において整合性がとれるよう検討してほしい。また、必要に応じてとな

ると、計画がなくてもいいということになるが、計画の基本ベースがないのにどのようにサービ

スを提供するのかということになる。 

Ａ：ご指摘を踏まえ、計画書関係については、次表のとおり整理しました。 

1：用語の相違点 文京区

変更前 変更後 区要綱で規定するサービス名 根拠規定等

要支援１・要支援２ 事業対象者・要支援１・要支援２

国基準の訪問型サービス

区独自基準の訪問型サービス

国基準の通所型サービス

区独自基準の通所型サービス

介護予防サービス計画 介護予防サービス・支援計画

介護予防支援 予防給付のサービス提供がある場合

介護予防ケアマネジメント
総合サービス事業のみ（一部予防給付の給付対
象外サービスを含む）

介護予防訪問介護計画書 区要綱別表２-１　国基準のサービス

介護予防訪問介護簡易計画書 区要綱別表２-１　区独自基準のサービス

サービス提供責任者 区要綱別表２-１　国基準のサービス

訪問事業責任者 区要綱別表２-１　区独自基準のサービス

訪問介護員 区要綱別表２-１　国基準のサービス

従事者 区要綱別表２-１　区独自基準のサービス

介護予防通所介護計画書 区要綱別表２-２　国基準のサービス

介護予防通所介護簡易計画書 区要綱別表２-２　区独自基準のサービス

介護職員 区要綱別表２-２　国基準のサービス

従事者 区要綱別表２-２　区独自基準のサービス

①総合サービス事業の目的
区独自基準のサービスも含め、目的は従来の介
護予防サービスと同じです。

②サービスの内容 区要綱別表１～３をご参照ください。

③契約の終了

④サービス記録 介護給付は従来どおり２年間で変更ありません。

※区要綱は、文京区総合サービス事業実施要綱（28文福高第688号平成28年7月29日区長決定）を指します。

介護職員

契約書等を修正される際の留意点

介護予防支援

介護予防訪問介護計画書

介護予防通所介護計画書

サービス提供責任者

訪問介護員

介護予防訪問介護 第1号訪問事業 介護保険法第115条の45第1項第1号

介護保険法第115条の45第1項第1号第1号通所事業介護予防通所介護

2：契約内容における注意点

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要
支援状態となった場合においても地域において自立した日常生活を送るこ
とができるよう支援することを目的とする。

国基準のサービスは、従来の介護予防サービスと同じです。
区独自基準のサービスは、単価、加算、回数、提供内容、時間等が異なり
ますのでご注意ください。

要介護状態区分が自立となった場合（基本チェックリストに該当しなくなった
場合も同様）又は要介護になった場合には契約が終了します。

総合サービス事業の提供に係る記録は、保存年限が５年間となります。
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◎総合事業における訪問型サービス及び通所型サービスで使用する計画書の整理 

 
訪問型サービス 通所型サービス 

国基準 区独自 国基準 区独自 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる計画（包括支Ｃ） ○ ○ ○ ○ 

訪問介護計画書 ○    

訪問介護簡易計画書【新規】  ○   

通所介護計画書   ○ ○※ 

通所介護簡易計画書【新規】    ○ 

※運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、選択的サービス複数実施加算

の場合に作成。 

 

Ｑ１-６ 利用者関係 

Ｑ１-６-１：基本チェックリストを活用する時期、タイミングはどうなっているのか。 

Ａ：従来の要支援でサービス利用中の方と新規で総合サービス事業を利用する方と大きく２通りの

流れがあります。 

始めに、要支援でサービス利用中の方は、平成２８年９月末で有効期間満了する方から順次介

護予防アセスメントを行い、１０月以降から総合サービス事業の利用開始になります。総合サー

ビス事業のみを利用する方については、利用者の状態像等の変化に応じて適宜基本チェックリス

ト（あるいは要支援認定）を受けることになります。 

次に、新規で総合サービス事業を利用する方は、原則として初回は要支援認定申請をしていた

だき、総合サービス事業利用後は、要支援でサービス利用中の方と同様、状態像の変化に応じて

基本チェックリスト（あるいは要支援認定）を受けることになります（資料７参照）。 

 

Ｑ１-６-２：利用者さんへの説明会とか、計画なさっているか。また、今後あんしん相談センター

の業務が非常に大きくなると思うが、ここのセンターとあそこのセンターで違う見解をすること

に対し、職員研修というのはどう考えているか。 

Ａ：利用者対象の区民説明会は、計画していません。ただし、区民向けのパンフレットを作成して

おります。わかりやすいものにしていきたいと思っています。それから区報特集号を 7/27 に発

行します。あんしん相談センターの見解につきましては、これから各センター職員に集まってい

ただき、認識を合わせながらケアマネジメントの実施について統一感を持てるよう取り組んでい

きます。 

 

Ｑ１-６-３：総合サービス事業対象者に切り替わるタイミングだが、要介護の方が要支援に移ると

きがある、その場合も含まれると思う。 

Ａ：区分変更申請で要支援になった場合も含まれるのでパンフレット等でわかるように周知してい

きたいと思います。 

 

Ｑ１-６-４：あんしん相談センターがアセスメントをして国基準のサービスか区独自基準の利用か

を判断すると思うが、今の予防給付の方の何割くらいが区独自基準サービスに移行するというイ

メージはあるか。 

Ａ：現時点で、どのくらいの割合がどちらになるのかという見込みは出していません。まず国基準
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を基本としてアセスメントしていこうという考えでやっています。 

【高齢者あんしん相談センター（包括支Ｃ）による介護予防マネジメント】 

Ｑ２-１：包括支Ｃが介護予防ケアマネジメントを行うことになっているが、包括支Ｃ（高齢者あ

んしん相談センター）としての業務か？それとも介護予防支援事業所としての業務か？ 

Ａ 包括支Ｃとしての業務になります。 

 

Ｑ２-２：包括支Ｃ（高齢者あんしん相談センター）による介護予防ケアマネジメントにおいては、

従来型サービスも緩和型サービス（区独自）も同じ様式になるのか？ 

Ａ：同じ様式になります。 

 

Ｑ２-３：同じ要支援１（あるいは要支援２）の方でも介護予防ケアプランによって、Ａさんは従

来型サービス、Ｂさんは緩和型サービス、という状況が有りうるか？ 

Ａ：ご指摘のとおりです。状態像によって、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター。

以下「包括支Ｃ」）がアセスメントを行い、ご本人の希望等を聞きながらサービス内容を振り分

けることになります。 

 

Ｑ２-４：要支援でサービスを継続している方についても、１０月分から介護予防訪問介護、介護

予防通所介護のサービスは、総合サービス事業のＡ１、Ａ５のサービスコードに切り替わるのか。 

Ａ：要支援認定期間内は、現在のプランを継続します。サービスコードも予防給付のコードをその

まま使ってください。更新時から総合サービス事業のコードで国保連に請求することになります。 

 

Ｑ２-５：国基準の通所と区独自の通所では、２～４時間と送迎ある無しが違うが、ケアマネジメ

ントで国基準にするのか区独自にするのかの判断で、包括の場合短時間デイに利用者を結びつけ

る例が多いのでこの緩和型が選択肢としてあがりやすいと思うが、区のイメージとしては、短時

間の場合は区独自サービスでということか。 

Ａ：区独自は、人員配置基準についても緩和をしています（資料３）。そこで短時間であっても国

基準（従来型）で専門職がいるほうが望ましい場合はそちらを選択してほしいと考えております。

閉じこもり予防等の場合は区独自基準もサービス提供があるとのイメージは持っています。今後、

住民主体のサービスも作っていくので、区独自サービスも事業者として特色を出してほしいです

が、専門職の配置は求めていないのでそこの部分で判断してください。 

 

Ｑ２-６：事業所の加算に対するモニタリングについて様式の定めはありますか。 

Ａ：高齢者あんしん相談センター（包括支Ｃ）によるモニタリングについては、現行でご使用いた

だいているものを活用する予定です。 

 

Ｑ２-７：高齢者あんしん相談センター（包括支Ｃ）によるモニタリングでは、現在の予防支援で

は、訪問介護で３か月に１回である。そうなると、３か月に１回はモニタリングをしている。一

方、二次予防事業については、下手をするとひと月に１回くらいになる。二次予防と介護予防で

は違いがあるので、その辺のタイミングについては緩和型サービス（区独自）なので、少し期限

ということを考えた方が良い。 

Ａ 訪問型サービス、通所型サービス（区独自基準を含む）においては、従来の介護予防支援に準
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ずる原則的な介護予防ケアマネジメントを実施します。この場合は３ヶ月に１回及び評価月に訪

問によるモニタリング、その他の月にあっては、電話や事業所訪問などによるモニタリングが必

要とされています。なお、短期集中サービス（旧二次予防事業）については、緩和したケアマネ

ジメントに位置づけ、訪問によるモニタリングは省略しますが、従来の二次予防事業と同様、電

話や事業所訪問などによるモニタリングは実施する予定です。 

 

【訪問型サービス】 

Ｑ３-１ 指定基準 

Ｑ３-１-１：緩和型サービス（区独自）における訪問事業責任者の役割はどのようなものか。 

Ａ：初回訪問時に従事者に同行し、サービス内容についての説明、契約手続きを行います。このほ

か、訪問介護簡易計画書の作成を想定しております。 

 

Ｑ３-１-２：緩和型サービス（区独自）における訪問事業責任者は管理者と兼務することは可能か。

また、同様に従事者との兼務は可能か。 

Ａ：いずれかであれば、双方とも可能です。 ※Ｑ１４参照 

 

Ｑ３-１-３：緩和型サービス（区独自）における訪問事業責任者の人数は必要数となっているが、

従来型サービスにおけるサービス提供責任者と兼務している場合、あるいは、一体型として、要

介護者を対象に訪問介護を併せて行う場合における、人数の考え方はどうなるのか。 

Ａ 資料５のとおり 

 

Ｑ３-１-４：緩和型サービス（区独自）における事業運営の必要最小限の人数は何人になるか。 

Ａ：管理者１名、従事者１名の計２名になります。 

 

Ｑ３-２ 従事者研修 

Ｑ３-２-１：訪問型サービスの区独自研修の内容はどのようなものか。 

Ａ：２８年度は、研修期間は１日。月１回を予定しています。 

研修の主な内容ですが、午前中は、接遇マナー、介護保険制度、個人情報保護。午後は事故防

止、生活援助全般（衣生活、食生活、住生活、買物代行）となります。また、よくあるトラブル

について事例を交えて説明をする予定です。修了式では修了証書を発行します。 

 

Ｑ３-２-２：訪問型サービスの区独自研修はいつから開始する予定か。 

Ａ：事業開始（平成２８年１０月）に向け、平成２８年７月から実施します。 ※資料第１１参照 

 

Ｑ３-２-３：研修修了証書を他区では使うことは可能か。 

Ａ：当該研修は、文京区独自の緩和した訪問型サービスに従事するためのものです。したがって、

現在のところ他の自治体等で使用されることは想定しておりません。また、同様に他区の研修実

績を当区で使うことはできません。 

 

Ｑ３-２-４：訪問型サービスの区独自研修受講者は、事業者が責任をもって研修を受けさせるとい

う説明があったが、働きたい希望がある人は、一度どこかの事業者に就職した上でないと、区の
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研修を受けられないということか。 

Ａ：、就職予定という形で研修を受講することができますが、就職予定の事業所の推薦が必要です。 

 

Ｑ３-２-５：従事者研修についてだが、内容のところで「業務に関する基本法律の理解」という項

目はあるが、文京区の独自事業の内容の説明は研修の中に入っていないのか。 

Ａ：資料１１号の別紙プログラム案には記載はありませんが、プログラム案４の「対象者に合わせ

た生活援助について」で、区独自のサービスの内容についても触れる研修を予定しています。 

 

Ｑ３-３ サービス内容 

Ｑ３-３-１：緩和型サービス（区独自）の説明に、「一定程度介護員中心」とあるが、「一定」と

はどのようなものか。また、このことについて、区の研修で学ぶことになるのか。 

Ａ：緩和型サービス（区独自）においては、本人が行う作業と介護員が行う作業の２種類があるた

め、「一定」という表現を使っています。その区分けは、ケースごとにケアマネジメントの中で

決定されることになります。なお、ケアマネジメントにおいて提供するサービスが国の指針「訪

問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第１０号）に規定する生活援助に該当

する場合は、原則として緩和型サービス（区独自）の訪問型サービスを検討することにします。

利用サービスについては、初回のサービス担当者会議、または国基準サービスの利用を通じての

サービス担当者会議において総合的に判断し、検討してまいります。 ※資料８参照 

また、介護員が行う作業の範囲等については、区の研修に含まれます。 

 

Ｑ３-３-２：緩和型サービス（区独自）は代行サービスに近い。何でもありになってしまう。縛り

をかけないとやりにくい。買物は近隣の店を利用するのが本来だが、緩和型サービス（区独自）

だとデパ地下利用などを希望するケースも出てくる。ケアマネジメントでしっかりルールを決め

る必要がある。また、状態像からサービス内容が決まることになるが、状態像にしても、サービ

ス内容にしてもあまりに細かくなると、現場が対応できなくなる。 

Ａ 訪問型サービスＡ（区独自）は、利用者のできない行為を補うことにより在宅生活の維持向上

を図ることを主眼に設けたものですが、ご意見を踏まえ、ケアマネジメントでしっかりと位置づ

けます。なお、家事援助については、予防給付のサービスの考え方と同じですので、ルールに則

って利用してもらうことになります。 

 

Ｑ３-３-３：訪問型サービスにおいて、従来型サービス（国基準）と住民主体のサービス（訪問型

サービスＢ）、あるいは、緩和型サービス（区独自）と住民主体のサービス（訪問型サービスＢ）

などの併用についてはどのように考えているか。 

Ａ：現状の文京区の体制では、訪問型サービスにおける住民主体のサービス（訪問型サービスＢ）

は、シルバー人材センターの会員の方に担い手となっていただく、見守り機能付の買物支援事業

のみとなります。この買物支援事業は、緩和型サービス（区独自）の中では時間的に（４５分未

満では）買物支援まで受けるのが難しい場合、または買物支援サービスを利用すれば当面は他の

訪問型サービスの導入は必要ない場合等を想定しております。したがって、区独自サービスとの

併用は可能ですが従来型サービスと買物支援事業の併用は原則として想定しておりません。 

※従来は、区独自の訪問型サービスとの併用が前提でしたが、平成３１年４月１日より買物支援

事業のみの単独利用も可能とします。 
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Ｑ３-３-４：総合サービス事業移行後、介護予防訪問Ⅲのケースはどうなるか。 

Ａ：従来型サービス（国基準）において引き続き実施します。 

 

【通所型サービス】 

Ｑ４-１ 指定基準 

Ｑ４-１-１：緩和型サービス（区独自）において入浴サービスを実施するのか。また、実施した場

合の入浴加算はないのか。 

Ａ：入浴サービスの提供については、加算部分も含めまして、現行の要支援の方に提供している基

準と変更はございません。したがいまして、総合サービス事業での加算をすることはできません

が、緩和型サービス（区独自）での入浴サービスの提供を否定するものではありません。 

 

Ｑ４-１-２：従来型を実施しながら、曜日を分けて緩和型サービス（区独自）を実施することは可

能か。 

Ａ：可能です。 

 

Ｑ４-１-３：資料２の通所型サービスのその他欄で「実施形態を想定」というところに緩和したサ

ービスＡを一体的に実施する場合の記載がないので確認をしておきたい。サービスＣの短期集中

サービスは、場所と時間帯を分けてといわれているが。 

Ａ：ご指摘のとおりです。資料４号で示していますが、一体でやっている場合は、人員を包括的に

考えることになります。今現在、介護と予防を一緒にやっている事業所もあると思いますので、

同じように総合事業に関しても一体的に運営していく場合は同時に実施していただけます。なお

短期集中サービスについては、区の委託契約仕様書に基づいた人員配置で実施する必要がありま

す。 

 

Ｑ４-１-４：当事業所が緩和型サービスを実施した場合に、月の延べ利用人数が７５０人を超える

可能性がある。通所介護の月の延べ利用人数による事業所規模の区分について、緩和型サービス

の利用人数は、事業所規模を決定する段階で含むのか？ 

Ａ：一体的に運営している場合、日々の定員には緩和したサービスの利用人数を含みますが、事業

所規模を決定する段階では、緩和したサービスの利用人数は含みません。（詳細は担当係までお

問い合わせください。） 

 

Ｑ４-１-５：各種加算のところで、通所介護、通所型サービス（従来型（国基準））、通所型サービ

ス（緩和型（区独自））、それぞれ加算を取る時に、専門職の配置状況がどうなるか。三つ巴で加

算が取れるのか。緩和型サービス（区独自）の加算をとることで、他の加算がとれませんよ。と

いうことがある。例えば、文京区の加算がクリアしても、国基準は認めないという可能性も高い。

加算について何かしら制限を設けるなどしてもいいと思う。加算はついているけれども、区独自

にもう一人配置しないといけないなど、そんなことも考えられてしまう。 

Ａ：国の総合事業ガイドライン Q&AH27.8.19 版第６総合事業の制度的な枠組み問９で、「算定要件

として専従の職員配置を求めている加算については、人員基準の取扱いと同様、通所介護の職員

が通所介護と一体的に提供される通所型サービスＡ及び従前の介護予防通所介護相当のサービ
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スに従事したとしても、当該職員は専従要件を通所介護で満たしているものとして取り扱うこと

とする。」とされています。 

 

Ｑ４-２ 送迎 

Ｑ４-２-１：一回でも送迎しないと、緩和型サービス（区独自）になるのか？ 

Ａ：対象者像によって、送迎のないサービスを緩和型サービス（区独自）として新たに設定しまし

た。送迎をしなかったことにより、従来型サービス（国基準）が緩和型サービス（区独自）にな

るというわけではありません。 

 

Ｑ４-２-２：送迎なし、とあるが、これまで介護予防を利用していた方で送迎をしなくてもよいと

いう方が出た場合に、それは完全に緩和型サービスにシフトするというイメージで捉えてよいの

か。入り口の問題で振り分けるときに、国基準と緩和型でサービスの質や量が違っていればわか

りやすいが、何となく同じような形で同時進行していると非常に振り分けにくい。状態像として

の送迎という視点が必要だと思う。 

Ａ：ご指摘のように、通所型サービスの緩和型サービス（区独自）の状態像として、自力で施設ま

で来れる方を想定しております。また、状態像については、資料２によりご説明しているところ

ですが、アセスメントの際に的確に振り分けができるよう、具体的パターンを分け、よりわかり

やすい内容に見直しをしてまいります。 

 

Ｑ４-２-３：送迎なしとのことだが、行き帰りに事故があった場合、誰が責任をとるのか。 

Ａ：施設の敷地に入るまでは、自己責任と考えております。利用者に周知します。 

 

Ｑ４-２-４：緩和した基準によるサービス（区独自）は「送迎なし」で自己責任ということだが、

本人が公共機関（電車・バス等）を使って通うことは認めていいのか？もしくは自転車で通うこ

とも認めていいのか？ 

Ａ：利用者の状態像によっては、ご指摘のような通い方を認める場合もあると考えます。ただし、

そうしたケースにおいては、ルートの確認や自転車保険の勧奨など、適切な対応が必要となりま

す。なお、自転車については、ご本人、または事業者さまで駐輪スペースを確保できることが前

提となります。 

 

Ｑ４-３ サービス提供 

Ｑ４-３-１： 他区に住所がある方が文京区内の事業所で介護予防通所介護を利用している場合に、

文京区が新しい総合事業に移行した際、その方が、文京区が送迎なしで実施を検討している緩和

した基準による通所型サービスを利用できるか。 

 Ａ：新しい総合サービス事業につきましては、住所地特例対象者の場合を除き、対象者の住所地

の区市町村が実施しますので、その方が利用する総合サービス事業の実施者は文京区ではなく、

住民票のある保険者（他区）になります。したがって、お尋ねのケースについては、文京区の緩

和型サービス（区独自）によるサービスは利用できないことになります。 

 

Ｑ４-３-２（再掲Ｑ２-５）：国基準の通所と区独自の通所では、２～４時間と送迎ある無しが違う

が、ケアマネジメントで国基準にするのか区独自にするのかの判断で、包括の場合短時間デイに

利用者を結びつける例が多いのでこの緩和型が選択肢としてあがりやすいと思うが、区のイメー
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ジとしては、短時間の場合は区独自サービスでということか。 

Ａ：区独自は、人員配置基準についても緩和をしています（資料３）。そこで短時間であっても国

基準（従来型）で専門職がいるほうが望ましい場合はそちらを選択してほしい。閉じこもり予防

等の場合は区独自基準もあるとのイメージは持っています。今後、住民主体のサービスも作って

いくので、区独自サービスも事業者として特色を出してほしいが、専門職の配置は求めていない

のでそこの部分で判断してほしい。 

 

Ｑ４-３-３：区独自基準の緩和型サービスの特徴は「送迎なし」と思うが、加算も国基準と同様に

用意されていて枠組みは示されているものの、対象者像のイメージがわかない。 

Ａ：利用者自身が個人で機能回復に取り組むのではなく、通所によって提供されるプログラムに取

り組み生活機能の維持・向上が図れるよう、利用者の目的意識に適うプログラムを用意していた

だきたい。サービス提供時間が２～４時間の短時間であるため、２～３時間であれば目的となる

プログラムを受けたら帰るようなイメージである。また、３～４時間になればプログラムに食事

が追加されるようなイメージとなる。 

  なお、短期集中予防サービス（旧二次予防）終了者のうち、心身機能を維持するため通所が必

要となる人も対象者像として想定している。 

 


