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   犬山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、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。）の実施に関し、

法及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下

「施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱における用語の意義は、法、施行規則及び介護予

防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針

（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）において使用する用語の

例による。  

 （総合事業の目的）  

第３条  総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体の参

画の下で地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者が住み慣れ

た地域で生活するために効果的かつ効率的な支援等が受けられる地

域づくりを行うことを目的とする。  

 （総合事業の内容）  

第４条  市が行う総合事業は、次に掲げるものとする。  

 (1) 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する事業として次に掲

げる事業（以下「第１号事業」という。）  

  ア  訪問型サービス  

  イ  通所型サービス  

  ウ  介護予防ケアマネジメント  

 (2) 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業として次に掲

げる事業（以下「一般介護予防事業」という。）  

  ア  介護予防把握事業  

  イ  介護予防普及啓発事業  
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  ウ  地域介護予防活動支援事業  

  エ  一般介護予防事業評価事業  

  オ  地域リハビリテーション活動支援事業  

２  前項第１号に掲げる事業の内容及び実施方法は、別表第１に定め

るとおりとする。  

 （対象者）  

第５条  第１号事業の対象者（以下「第１号事業対象者」という。）

は、施行規則第１４０条の６２の４に規定する被保険者とする。  

２  一般介護予防事業の対象となる者は、第１号被保険者とする。  

 （第１号事業の利用の手続）  

第６条  第１号事業対象者は、第１号事業を利用しようとするとき

は、事前に市長に届出るものとする。  

２  市長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、当該届出をした者に対し第４条第１項第１号ウの

介護予防ケアマネジメントを行い、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、同号アの訪問型サービス、同号

イの通所型サービスその他の適切な介護予防に資する事業が包括的

かつ効率的に提供されるよう必要な援助をするものとする。  

 （指定事業者により実施する第１号事業に要する費用の額）  

第７条  指定事業者により実施する第１号事業に要する費用の額は、

別表第２に掲げるサービス区分に応じ、同表に掲げる単位数に１単

位の単価を乗じて得た額とする。  

２  前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に１

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。  

 （第１号事業支給費の支給）  

第８条  指定事業者に支給するサービス事業支給費（法第１１５条の

４５の３第１項の第１号事業支給費をいう。以下同じ。）の額は、

前条の規定により算出した第１号事業に要する費用の額の１００分

の９０（サービス事業の利用者が、第１号被保険者であって次に掲

げる場合に該当するときは、当該各号に定める割合）に相当する額
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とする。  

 (1) 法第５９条の２第１項の政令で定めるところにより算定した所

得の額が同項の政令で定める額以上である場合（次号に掲げる場

合を除く。）  １００分の８０  

 (2) 法第５９条の２第２項の政令で定めるところにより算定した所

得の額が同項の同条第１項の政令で定める額を超える政令で定め

る額以上である場合  １００分の７０  

 （支給限度額）  

第９条  居宅要支援被保険者が指定事業者が行うその指定に係る第１

号事業を利用する場合の第１号事業支給費の支給限度額は、法第５

５条第１項の規定により算定した額とする。  

２  施行規則第１４０条の６２の４第２号に規定する被保険者（以下

「事業対象者」という。）が指定事業者が行うその指定に係る第１

号事業を利用する場合の第１号事業支給費の支給限度額は、居宅介

護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分

支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３号）第２号イに規定

する単位数により算定した額とする。  

 （利用料）  

第１０条  第１号事業のうち訪問型サービス及び通所型サービスの利

用者は、当該サービスに要した費用として、 別表第３ に定める額

（以下「利用料」という。）を負担しなければならない。  

 （高額介護予防サービス費相当の支給）  

第１１条  市長は、前条に規定する利用料が著しく高額であるとき

は、法第６１条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を

利用者に対し支給することができる。  

 （高額医療合算介護予防サービス費相当の支給）  

第１２条  市長は、第１０条に規定する利用料及び医療保険の自己負

担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第６１条の２に規

定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を利用者に対

し支給することができる。  
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 （事業対象者の有効期間）  

第１３条  事業対象者の有効期間は、施行規則第１４０条の６２の４

第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準（以下「基本チェック

リスト」という。）の実施日から２年間とする。ただし、基本チェ

ックリスト実施日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の

属する月の翌月の初日から起算するものとする。  

 （事業対象者の有効期間の更新）  

第１４条  事業対象者は、前条に定める期間の末日の６０日前から当

該末日までの間に、再度、基本チェックリストを実施することによ

り、第１号事業を受けることができる期間を更新することができ

る。  

 （委任）  

第１５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、市長が別に定める。  

   附  則  

１  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の日から平成３０年３月３１日までの間における  

 平成２７年３月３１日までに県の指定を受けた介護事業所が行うサ  

 ービスに係る別表第２の規定の運用については、同表１単位の単価  

 の欄中「犬山市の地域区分における訪問介護」とあるのは「事業所  

 の所在地の地域区分における訪問介護」と、「犬山市の地域区分に  

 おける通所介護」とあるのは、「事業所の所在地の地域区分におけ  

 る通所介護」とする。  

３  法第１３条第１項に規定する住所地特例対象被保険者に係る別表  

 第２の規定の適用については、同表介護予防ケアマネジメントの項  

 中「地域支援事業実施要綱別添１に定める単位数」とあるのは「４  

 ３０単位」と「単価告示に定める犬山市の地域区分における介護予  

 防支援の割合に１０円を乗じて得た額」とあるのは「１０円」とす  

 る。  

   附  則  
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 この要綱は、平成２９年６月２１日から施行し、平成２９年４月１

日から適用する。  

   附  則  

 この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。  

   附  則  

１  この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  

２  改正後の犬山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定

は、この要綱の施行の日以後に提供されるサービスに係る利用料に

ついて適用し、同日前に提供されたサービスに係る利用料について

は、なお従前の例による。  

 

別表第１（第４条関係）  

サービス区分  内容  実施方法  

訪問型

サービ

ス  

訪問介護相当サ

ービス  

旧介護予防訪問介護に準

ずる。  

指定事業者

により実施  

 通所介護相当サ

ービス  

旧介護予防通所介護に準

ずる。  

指定事業者

により実施  

通所介護基準緩

和サービス  

施設に通所し、自立した

生活を目指し、介護予防

プログラムを行う。  

指定事業者

により実施  

通所介護短期集

中サービス（脳

のトレーニング

教室）  

認知症予防プログラムを

短期集中的に行う。  

委託事業者

により実施  

通所介護短期集

中サービス（個  

運動プログラムを短期集

中的に行う。  

委託事業者

により実施  

 別運動教室）    

介護予防ケアマネジメン  総合事業によるサービス  指定事業者  
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ト  等が適切に提供できるよ

うマネジメントを行う。  

により実施  

 

別表第２（第７条関係）  

サービス区分  単位数  １単位の単価  

訪問型

サービ

ス  

訪問介護

相当サー

ビス  

地域支援事業実施要綱（平

成１８年６月９日老発第０

６０９００１号厚生労働省

老健局長通知「地域支援事

業の実施について」別紙）

別添１に定める単位数  

厚生労働大臣が

定める１単位の

単価（平成２７

年厚生労働省告

示第９３号。以

下「単価告示」

という。）に定

める犬山市の地

域区分における

訪問介護の割合

に１０円を乗じ

て得た額  

通所型

サービ

ス  

通所介護

相当サー

ビス  

地域支援事業実施要綱別添

１に定める単位数  

単価告示に定め

る犬山市の地域

区分における通

所介護の割合に

１０円を乗じて

得た額  

通所介護

基準緩和

サービス  

週１回（４時

間以上）  

１月につき

１，３２４

単位  

週１回（１時

間３０分から

４時間未満）  

１月につき

７９４単位  

送迎減算  １月につき

１００単位  

  運動器機能向

上加算  

１月につき

２２５単位  
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  栄養改善加算  １月につき

１５０単位  

 

口腔機能向上

加算  

１月につき

１５０単位  

介護予防ケアマ

ネジメント  

地域支援事業実施要綱別添

１に定める単位数  

単価告示に定め

る犬山市の地域

区分における介

護予防支援の割

合に１０円を乗

じて得た額  

別表第３（第１０条関係）  

サービス区分  利用料  

訪問型サ

ービス  

訪問介護相当サービス  第７条に定める費用の

額から第８条の規定に

より支給するサービス

事業支給費の額を控除

した額  

通所型サ

ービス  

通所介護相当サービス  

通所介護基準緩和サービス  

通所介護短期集中サービス

（脳のトレーニング教室）  

１回につき５０円  

通所介護短期集中サービス

（個別運動教室）  

１回につき１６０円  

 


