
七飯町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱  

 

制定  平成２９年２月１日（民生部長決定）  

（目的）  

第１条  この要綱は、七飯町（以下「町」という。）における介護保険法（平

成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に

規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

の実施について必要な事項を定めることにより、被保険者の、要介護状

態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び

地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的

に行うことを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行令（平成

１０年政令第４１２号）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号）において使用する用語の例による。  

（総合事業の構成）  

第３条  町は、法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問  

事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。  

（１）総合事業訪問介護サービス   

（２）総合事業生活援助サービス  

（３）生活支援サポート事業  

２  町は、法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業

として、総合事業通所介護サービスを実施するものとする。  

３  町は、法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防

支援事業を実施するものとする。  

４  町は、法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業（以下「一般

介護予防事業」という。）として、次に掲げる事業を実施するものとする。  

（１）介護予防把握事業  

（２）介護予防普及啓発事業  

（３）地域介護予防活動支援事業  

（４）地域リハビリテーション活動支援事業  

 （総合事業の具体的内容）  

第４条  総合事業訪問介護サービスにおいては、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。



以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する訪問

介護員等（以下「訪問介護員等」という。）による身体への介護及び見守

り的援助等の身体介護又は日常生活上の援助（以下「生活援助」という。）

に関するサービスを行う。  

２  総合事業生活援助サービスにおいては、訪問介護員等又は町が指定し  

た研修を修了した者が、１回当たり６０分以内の生活援助に関するサー  

ビスを行う。  

３  総合事業通所介護サービスにおいては、介護予防を目的として、施設  

に通わせ、入浴等の生活援助に関するサービス及び機能訓練を行う。  

４  第１号介護予防支援事業においては、利用者の介護予防を目的とし、

その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選

択に基づき、適切なサービスが提供されるよう、必要な援助を行う。  

５  介護予防把握事業においては、閉じこもり等何らかの支援を要する者

を早期に把握し、介護予防活動につなげる活動を行う。  

６  介護予防普及啓発事業においては、介護予防に資する基本的な知識の

普及啓発を行う。  

７  地域介護予防活動支援事業においては、住民が主体となる介護予防活

動の育成及び支援を行う。  

８  地域リハビリテーション活動支援事業においては、リハビリテーショ

ンに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し、改

善の可能性を助言する等、関係機関と連携しながら、住民が主体となる

介護予防活動の取組等の総合的な支援を行う。  

 （事業者の指定）  

第５条  第３条第１項各号に掲げる事業の指定は、指定訪問介護事業者（指

定居宅サービス等基準第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をい

う。）であって、別に定める指定に関する基準を満たすものに対して行う

ものとする。  

２  第３条第２項の事業に掲げる事業の指定は、指定通所介護事業者（指  

 定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する指定通所介護事業者を  

いう。）であって、別に定める指定に関する基準を満たすものに対して行  

うものとする。  

 （対象者）  

第６条  第３条第１項各号及び第２項に掲げる事業（以下「第１号総合事

業サービス」という。）の対象者は、被保険者（町が行う介護保険の住所



地特例適用被保険者を除き、町内に所在する住所地特例対象施設に入所

等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項において同じ。）であ

って、居宅において日常生活を営む次のいずれかに該当するものとする。 

（１）要支援認定を受けている者  

（２）第１号被保険者（要介護認定を受けた第１号被保険者にあっては、

当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サー

ビス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日か

ら当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間にある者を除く。）

のうち、別表第１の基本チェックリストを実施し、別表第２の基本チ

ェックリスト採点表にて採点を行い、別表第３の基本チェックリスト

採点結果のいずれかの状態に該当した者  

２  一般介護予防事業の対象者は、法第９条第１号に規定する第１号被保

険者及びその支援のための活動に関わる者とする。  

 （第１号総合事業サービスに係る費用）  

第７条  町長は、第５条の規定に従い指定した事業者（以下「指定事業者」

という。）が第１号総合事業サービスを実施したときは、別表第４の第１

号総合事業サービス費用額に基づき算出した額（以下「第１号総合事業

サービスに係る費用」という。）を第１号事業支給費として利用者及び町

に対し請求させるものとする。  

２  町長は、前項の規定による請求があったときは、第１号総合事業サー

ビスの利用者に対し、第１号総合事業サービスに係る費用の１００分の

１０に相当する額（当該利用者が法第５９条の２に規定する一定以上の

所得を有する第１号被保険者（以下「一定所得者」という。）である場合

にあっては、１００分の２０に相当する額）を、当該第１号総合事業サ

ービスを実施した指定事業者に支払わせるものとする。  

３  町長は、第１項の規定による請求があったときは、その内容を審査し

た上、当該第１号総合事業サービスに係る費用の１００分の９０（当該

利用者が一定所得者である場合にあっては、１００分の８０）に相当す

る額を、当該指定事業者に支払うものとする。  

４  町長は、前項に規定する審査及び支払に関する事務を北海道国民健康

保険団体連合会に委託するものとする。  

５  第１号総合事業サービスの実施により生じる食事代その他の実費額は、

利用者の負担とし、指定事業者に徴収させるものとする。  

 （高額総合事業サービス費の支給）  



第８条  町長は、第１号総合事業サービスの利用に係る利用料の合計額が

高額となる者に対し、高額総合事業サービス費を支給する。  

２  高額介護等サービス費（高額介護サービス費及び高額介護予防サービ

ス費をいう。以下同じ。）の支給対象となるサービスを利用している者に

係る高額総合事業サービス費の支給額は、当該高額介護等サービス費の

支給額を算定した後に算定するものとする。  

３  高額総合事業サービス費の支給要件、支給額の算定方法その他の高額

総合事業サービス費の支給については、高額介護等サービス費の支給の

例による。  

 （高額医療合算総合事業サービス費の支給）  

第９条  町長は、第１号総合事業サービスの利用に係る利用料及び医療保

険の自己負担額が家計に与える影響が大きい者に対し、高額医療合算総

合事業サービス費を支給する。  

２  高額医療合算介護等サービス費（高額医療合算介護サービス及び高額

医療合算介護予防サービス費をいう。以下同じ。）の支給対象となるサー

ビスを利用している者に係る高額医療合算総合事業サービス費の支給額

は、当該高額医療合算介護等サービス費の支給額を算定した後に算定す

るものとする。  

３  高額医療合算総合事業サービスの支給要件、支給額の算定方法その他

の高額医療合算総合事業サービス費の支給については、高額医療合算介

護等サービス費の支給の例による。  

 （守秘義務・個人情報の保護）  

第１０条  町長は、総合事業におけるサービスの提供者（以下「サービス

提供者」という。）に、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその

家族に関する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は不当な目的に

利用させてはならない。この場合において、その守秘義務は、サービス

提供後においても、同様とする。  

 （事故発生時の対応）  

第１１条  町長は、サービスの提供に際し事故が発生した場合は、サービ

ス提供者に、町、利用者の家族等の関係者に連絡を行わせるとともに、

必要な措置を講じさせなければならない。  

２  町長は、サービス提供者に、前項の事故の状況、事故に際して講じた

措置、事故の原因及び今後の予防策について記録をさせ、町に報告させ

るものとする。  



３  町長は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、サービス提供者に、利用者等に対する損害賠償を速やかに

行わせなければならない。  

 （苦情処理）  

第１２条  町長は、利用者又はその家族からの総合事業に関する苦情に対

し、迅速に、かつ、適切に対応するために民生部福祉課に相談窓口を設

置する。  

２  町長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。  

 （関係帳簿等の保存）  

第１３条  町長は、指定事業者に、その提供するサービスに係る帳簿及び

関係書類を、サービス提供終了後５年間保存させるものとする。  

 （報告）  

第１４条  町長は、総合事業におけるサービスの提供に関して必要がある

と認めるときは、利用者又はサービス提供者に対して報告を求めるもの

とする。  

 （不正利得の徴収等）  

第１５条  町長は、偽りその他不正な手段によりサービス提供者が第１号

事業支給費、委託料又は補助金の支払いを受けたときは、当該支払額の

返還を求めることができる。  

２  町長は、総合事業の実施に当たり、七飯町暴力団排除条例（平成２６

年条例第２３号）第２条第１号に掲げる暴力団又は暴力団関係者につい

ては、当該事業の指定、委託及び補助は行わない。  

 （補則）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事

項は、別に定める。  

   附  則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 



 

別表第１（第６条関係）  

基本チェックリスト  

No. 質問事項  
回答：いずれかに○

をお付けください  

問１  バスや電車で外出していますか  はい  いいえ  

問２  日用品の買い物をしていますか  はい  いいえ  

問３  預貯金の出し入れをしていますか  はい  いいえ  

問４  友人の家を訪ねていますか  はい  いいえ  

問５  家族や友人の相談にのっていますか  はい  いいえ  

問６  階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか  はい  いいえ  

問７  
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上が

っていますか  
はい  いいえ  

問８  １５分位続けて歩いていますか  はい  いいえ  

問９  この１年間に転んだことがありますか  はい  いいえ  

問１０  転倒に対する不安は大きいですか  はい  いいえ  

問１１  
６ヵ月間で２～３㎏以上の体重減少がありました

か  
はい  いいえ  

問１２  体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）   計算結果  

問１３  
半年前に比べて固いものが食べにくくなりました

か  
はい  いいえ  

問１４  お茶や汁物等でむせることがありますか  はい  いいえ  

問１５  口の渇きが気になりますか  はい  いいえ  

問１６  週に１回以上は外出していますか  はい  いいえ  

問１７  昨年と比べて外出の回数が減っていますか  はい  いいえ  

問１８  
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘

れがあると言われますか  
はい  いいえ  

問１９  
自分で電話番号を調べて、電話をかけることをし

ていますか  
はい  いいえ  

問２０  今日が何月何日かわからない時がありますか  はい  いいえ  

問２１  （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない  はい  いいえ  

問２２  
（ここ２週間）これまで楽しんでやれたことが楽

しめなくなった  
はい  いいえ  

問２３  
（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今で

はおっくうに感じられる  
はい  いいえ  

問２４  （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない  はい  いいえ  

問２５  （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがす はい  いいえ  



る  

別表第２（第６条関係）  

基本チェックリスト採点表  

※以下に該当した場合は１点、それ以外は０点とする。  

基本チェックリスト回答内容  点  数  

問１が「いいえ」の場合   

問２が「いいえ」の場合   

問３が「いいえ」の場合   

問４が「いいえ」の場合   

問５が「いいえ」の場合   

問６が「いいえ」の場合   

問７が「いいえ」の場合   

問８が「いいえ」の場合   

問９が「はい」の場合   

問１０が「はい」の場合   

問１１が「はい」の場合   

問１２の計算結果が１８．５未満の場合   

問１３が「はい」の場合   

問１４が「はい」の場合   

問１５が「はい」の場合   

問１６が「いいえ」の場合   

問１７が「はい」の場合   

問１８が「はい」の場合   

問１９が「いいえ」の場合   

問２０が「はい」の場合   

問２１が「はい」の場合   

問２２が「はい」の場合   

問２３が「はい」の場合   

問２４が「はい」の場合   

問２５が「はい」の場合   

 

 

 



 

別表第３（第６条関係）  

基本チェックリスト採点結果  

問１～問２０までの合計点数→   点  合 計 点 数 が １ ０ 点 以 上 の 場

合、生活機能全般に機能低下

している可能性があります。  

問６～問１０までの合計点数→   点  合計点数が３点以上の場合、

運動機能が低下している可能

性があります。  

問１１、問１２の合計点数→   点  合計点数が２点の場合、低栄

養の可能性があります。  

問１３～問１５の合計点数→   点  合計点数が２点以上の場合、

口腔機能が低下している可能

性があります。  

問１６「いいえ」と回答した場合  閉じこもり傾向にある可能性

があります。  

問１８～問２０の合計点数→   点  合計点数が１点以上の場合、

認知機能が低下している可能

性があります。  

問２１～問２５の合計点数→   点  合計点数が２点以上の場合、

うつ傾向にある可能性があり

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第４（第７条関係）  

 第１号総合事業サービス費用額（費用単位数、単価）  

１  総合事業訪問介護サービス  

イ  訪問型サービス費１  

（事業対象者・要支援１・２

で週１回程度の訪問）  

１，１６８単位（１月につき）  

３８単位（１日につき）  

ロ  訪問型サービス費Ⅱ  

（事業対象者・要支援１・２

で週２回程度の訪問）  

２，３３５単位（１月につき）  

７７単位（１日につき）  

ハ  訪問型サービス費Ⅲ  

（要支援２で週２回を超え

る程度の訪問）  

３，７０４単位（１月につき）  

１２２単位（１日につき）  

ニ  訪問型サービス費Ⅳ  

（事業対象者・要支援１・２

で１月の中で全部で４回ま

でサービスを行った場合）  

２６６単位（１回につき）  

ホ  訪問型サービス費Ⅴ  

（事業対象者・要支援１・２

で１月の中で全部で５回か

ら８回までサービスを行っ

た場合）  

２７０単位（１回につき）  

へ  訪問型サービス費Ⅵ  

（要支援２で１月の中で全

部で９回から１２回までサ

ービスを行った場合）  

２８５単位（１回につき）  

ト  初回加算  ２００単位（１月につき）  

チ  生活機能向上連携加算  １００単位（１月につき）  

リ  (1)介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の８６／１０００を加算  

(2)介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位数の４８／１０００を加算  

(3)介護職員処遇改善加算Ⅲ  (2)で算定した単位数の９０％を加算  

(4)介護職員処遇改善加算Ⅳ  (2)で算定した単位数の８０％を加算  

注１  １単位当たりの単価は１０円とする。  



注２  原則としてイからハまでの単位を用いるものとする。ただし、総合  

事業生活援助サービスと併用する場合は、ニからヘまでの単位を用い  

るものとする。  

注３  イからヘまでについて、介護職員初任者研修課程を修了したサービ

ス提供責任者を配置している場合は、所定単位数に７０／１００を乗

じる。  

注４  イからヘまでについて、事業所の所在する建物と同一の敷地内若し

くは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一建物に居住する利用

者に対しサービスを行った場合又は事業所における２０人以上に対し、

サービスを行った場合は、所定単位数に９０／１００を乗じる。  

注５  イからヘまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位

数に１５／１００を乗じた単位を加算する。  

注６  イからヘまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を

算定する場合は、所定単位数に１０／１００を乗じた単位を加算する。 

注７  イからヘまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提

供加算を算定する場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を加

算する。  

注８  リについて、所定単位数はイからチまでにより算定した単位数の合   

  計とする。  

注９  特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地  

域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、 

支給限度額管理の対象外の算定項目である。  

注１０  算定に当たっては、上記のほか指定介護予防サービスに要する費

用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）

及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発第

０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７０

０１号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準

ずるものとする。  

２  総合事業生活援助サービス  

イ  生活援助サービス  

（事業対象者・要支援１・２） 
２２５単位（１回につき）  

ロ  初回加算  ２００単位（１月につき）  



ハ  (1)介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の８６／１０００を加算  

(2)介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位数の４８／１０００を加算  

(3)介護職員処遇改善加算Ⅲ  (2)で算定した単位数の９０％を加算  

(4)介護職員処遇改善加算Ⅳ  (2)で算定した単位数の８０％を加算  

注１  １単位当たりの単価は１０円とする。  

注２  イについて、事業対象者及び要支援１の者が１月に８回を超えて利

用した場合は２，２５０単位（１月につき）を、要支援２の者が１月

に１２回を超えて利用した場合は３，１５０単位（１月につき）を算

定するものとする。  

注３  イについて、総合事業訪問介護サービスと併用する場合は、総合事  

業訪問介護サービスと総合事業生活援助サービスの合計単位数は、事

業対象者及び要支援１の者は１月当たり２，３３５単位、要支援２の

者は１月当たり３，７０４単位を上限とする。  

注４  イについて、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任  

  者を配置している場合は、所定単位数に７０／１００を乗じる。  

注５  イについて、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接す  

る敷地内の建物若しくは事業所と同一建物に居住する利用者に対しサ

ービスを行った場合又は事業所における２０人以上に対し、サービス

を行った場合は、所定単位数に９０／１００を乗じる。  

注６  イについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に１５／

１００を乗じた単位を加算する。  

注７  イについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場

合は、所定単位数に１０／１００を乗じた単位を加算する。  

注８  ロについて、事業所において、新規に総合事業生活援助サービスを  

利用した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の  

総合事業生活援助サービスを行った日に属する月に総合事業生活援助  

サービスを行った場合又は当該事業所のその他の訪問介護員等が初回  

若しくは初回の総合事業生活援助サービスを行った日の属する月に総  

合事業生活援助サービスを行った際に総合事業サービス提供責任者が  

同行した場合は、所定単位数に加算する。  

注９  特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地  

域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、 

支給限度額管理の対象外の算定項目である。  

注１０  算定に当たっては、上記のほか指定介護予防サービスに要する費  



  用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）  

  及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制  

  定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発第  

  ０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７０  

０１号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準  

ずるものとする。  

３  総合事業通所介護サービス  

イ  (1)事業対象者・要支援１  １，６４７単位（１月につき）  

５４単位（１日につき  

(2)要支援２（週１回程度）  １，６４７単位（１月につき）  

５４単位（１日につき）  

(3)要支援２（週２回程度）  ３，３７７単位（１月につき）  

１１１単位（１日につき）  

ロ  生活機能向上グループ活動

加算  
１００単位（１月につき）  

ハ  運動器機能向上加算  ２２５単位（１月につき）  

ニ  栄養改善加算  １５０単位（１月につき）  

ホ  口腔機能向上加算  １５０単位（１月につき）  

へ  選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）  

①運動器機能向上及び栄養

改善  
４８０単位（１月につき）  

②運動器機能向上及び口腔

機能向上  
４８０単位（１月につき）  

③栄養改善及び口腔機能向

上  
４８０単位（１月につき）  

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）  

運動器機能向上、栄養改善及

び口腔機能向上  
７００単位（１月につき）  

ト  事業所評価加算  １２０単位（１月につき）  

チ  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ  

①事業対象者・要支援１   ７２単位（１月につき）  

②要支援２（週１回程度）  ７２単位（１月につき）  

③要支援２（週２回程度）  １４４単位（１月につき）  



サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ  

①事業対象者・要支援１   ４８単位（１月につき）  

②要支援２（週１回程度）   ４８単位（１月につき）  

③要支援２（週２回程度）   ９６単位（１月につき）  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

①事業対象者・要支援１  ２４単位（１月につき）  

②要支援２（週１回程度）   ２４単位（１月につき）  

③要支援２（週２回程度）   ４８単位（１月につき）  

リ  (1)介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の４０／１０００を加算  

(2)介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位数の２２／１０００を加算  

(3)介護職員処遇改善加算Ⅲ  (2)で算定した単位数の９０％を加算  

(4)介護職員処遇改善加算Ⅳ  (2)で算定した単位数の８０％を加算  

注１  １単位当たりの単価は１０円とする。  

注２  イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に  

７０／１００を乗じる。  

注３  イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算  

定する場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を加算する。  

注４  イについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定  

単位数に１月につき２４０単位を加算する。  

注５  イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用  

する者にサービス提供を行う場合は、それぞれ次のとおり所定単位数  

から減算する。  

(1)及び (2) ３７６単位  

(3) ７５２単位  

注６  リについて、所定単位はイからチまでにより算定した単位数の合計  

とする。  

注７  中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体  

制強化加算及び介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の

算定項目である。  

注８  算定に当たっては、上記のほか指定介護予防サービスに要する費用  

の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）及  

び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定  

に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発第０



３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００

１号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準ず

るものとする。  


