荒川区

第１号事業（訪問・通所）
の指定基準等について
平成２９年１２月１１日

高齢者福祉課 介護予防事業係
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【現在】 介護予防・日常生活支援総合事業の構成
訪問型サービス
（第１号訪問事業）

介護予防・生活
支援サービス
事業
介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
総合事業）

通所型サービス
（第１号通所事業）

Ａ１（みなし指定）
Ａ２（新規開設）

・旧介護予防
訪問介護相当

①第１号訪問事業訪問介護

・多様な
サービス

②訪問型サービスC（短期集中予防サービス）
おうちでリハビリ、おうちで栄養診断

・旧介護予防
①第１号通所事業通所介護
通所介護相当
・多様な
サービス

Ａ５（みなし指定）
Ａ６（新規開設）

②通所型サービスC（短期集中予防サービス）
おげんきランチ、まるごと元気アップ教室

・要支援認定を受け
た者（要支援者）
・ 基本チェ ッ ク リスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
事業対象者）

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

みなし指定事業者等による事業
（有効期間：H30.3.31まで）
※Ｈ30.4.1以降もサービス提供を行う場合
は区の指定が必要

①介護予防把握事業
②介護予防普及啓発事業・・・はつらつ脳力アップ教室、口腔栄養に関する教室・講演会
一般介護予防事業
・第１号被保険者の全ての者
・その支援のための活動に
関わる者

③地域介護予防活動支援事業・・・健康推進リーダー養成講座（ころばん体操）
④一般介護予防事業評価事業
⑤地域リハビリテーション活動支援事業
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9

【平成３０年４月〜】 介護予防・日常生活支援総合事業の構成
訪問型サービス
（第１号訪問事業）

介護予防・生活
支援サービス
事業
介護予防・
日常生活
支援総合
事業
（新しい
総合事業）

・要支援認定を受け
た者（要支援者）
・ 基本チェ ッ ク リスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
事業対象者）

通所型サービス
（第１号通所事業）

・旧介護予防
訪問介護相当

①第１号訪問事業訪問介護

・多様な
サービス

②訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）
おうちでリハビリ、おうちで栄養診断

・旧介護予防
通所介護相当

①第１号通所事業通所介護

・多様な
サービス

②通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）
おげんきランチ、まるごと元気アップ教室

その他の生活支援サービス
（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

Ａ２（Ａ２で統一）

Ａ６（Ａ６で統一）

新たな区指定事業者による事業
（有効期間：指定を受けた日
（Ｈ30.4.1以降）から最長6年間）
※H27．4．1以降に新規開設し、区の指定を受けた事業者（みなし
適用外事業者）も改めて区の指定を受ける必要があります。
※有効期間は、初回更新のみ、指定を受けた日から訪問介護・
通所介護又は地域密着型通所介護の指定満了日まで（以降は
指定を受けた日から6年間）。

①介護予防把握事業
②介護予防普及啓発事業・・・はつらつ脳力アップ教室、口腔栄養に関する教室・講演会
一般介護予防事業
・第１号被保険者の全ての者
・その支援のための活動に
関わる者

③地域介護予防活動支援事業・・・健康推進リーダー養成講座（ころばん体操）
④一般介護予防事業評価事業
⑤地域リハビリテーション活動支援事業

19

サービスの内容・基準・報酬について（概要）
平成３０年度以降の第１号訪問事業訪問介護・第１号通所事業通所介護

１ 内容
提供内容は、現行（旧予防給付）と同一
２ 基準
人員基準、設備基準、運営基準は現行（旧予防給付）と同一
３ 報酬
算定区分を一部新設（通所）
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第１号訪問事業訪問介護の現行との変更点
現行の基準

平成３０年度以降の新基準（区基準）

人員基準

国基準と同様

現行と同様

設備基準

国基準と同様

現行と同様

運営基準

国基準と同様

現行と同様

国基準と同様
（月額包括報酬、地域単価１１．４円）

現行と同様

費用

基本

加算・減算 国基準と同様

利用回数

現行と同様

・事業対象者 週１〜２回超程度
・要支援１
週１〜２回程度
・要支援２
週１〜２回超程度

現行と同様

※国の報酬改定がある場合、単価を改定する可能性があります。
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第１号訪問事業訪問介護の報酬
算 定 項 目

単 位 数

現行

週１回程度（事業対象者、要支援１・２）

１，１６８単位／月

週２回程度（事業対象者、要支援１・２）

２，３３５単位／月

週２回超程度（事業対象者、要支援２）

３，７０４単位／月
変更なし

算 定 項 目

単 位 数

新基準

週１回程度（事業対象者、要支援１・２）

１，１６８単位／月

週２回程度（事業対象者、要支援１・２）

２，３３５単位／月

週２回超程度（事業対象者、要支援２）

３，７０４単位／月

※国の報酬改定がある場合、単価を改定する可能性があります。
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1

平成３０年度以降の第１号訪問事業訪問介護（まとめ）
サービスコード

Ａ２

対象者

○事業対象者 週１〜２回超程度
○要支援１
週１〜２回程度
○要支援２
週１〜２回超程度

人員基準
（国基準）

○管理者：常勤・専従 1人以上（支障がな
い場合、他の職務、同一敷地内の他事
業所等の職務に従事可能）
○従事者：常勤換算2.5人以上【資格要
件：介護福祉士、介護職員初任者研修
等修了者】
○サービス提供責任者：常勤訪問介護員
等のうち利用者40人に1人以上又はそ
の端数を増すごとに 1人以上の数の者
（一部非常勤可）【資格要件：介護福祉
士、実務者研修修了者、3年以上介護
等の業務に従事した介護職員初任者
研修等修了者】

設備基準
（国基準）

○事業運営に必要な広さを有する専用区画
○必要な設備、備品

運営基準
（国基準）

○個別サービス計画の作成
○重要事項の説明、同意
○提供拒否の禁止
○訪問介護員等の清潔保持、健康状態の
管理
○秘密保持等
○事故発生時の対応
○廃止、休止の届出と便宜の提供 等

○月額包括報酬
○地域単価11.4円
（詳しくはサー ○初回加算：200単位 /月
○生活機能向上連携加算：100単位/月
ビスコード表
を参照）
○介護職員処遇改善加算：国基準と同様
○同一建物減算：10％減
○サービス提供責任者体制減算：30％減

費用
加算・減算
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第1号通所事業通所介護の現行との変更点
現行の基準

平成３０年度以降の新基準（区基準）

人員基準

国基準と同様

現行と同様

設備基準

国基準と同様

現行と同様

運営基準

国基準と同様

現行と同様

基本
費用

現行と同様
国基準と同様
※ただし、要支援２（週１回程度利用）の
（月額包括報酬、地域単価１０．９円）
場合の単位数を新設
現行と同様

加算・減算 国基準と同様

※ただし、要支援２（週１回程度利用）の場合
の加算・ 減算は、要支援１に準じる

※国の報酬改定がある場合、単価を改定する可能性があります。
※設備及び運営に関する区独自基準あり（利用者に対し射幸心をそそる恐れのある遊技を主として行わせないこ
と等を努力義務として規定）。
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1

第1号通所事業通所介護の報酬
現行

算 定 項 目

単 位 数

事業対象者（週１回程度利用）、要支援１

１，６４７単位／月

事業対象者（週２回程度利用）、要支援２

３，３７７単位／月

新基準

算 定 項 目

単 位 数 （改定／現行）

事業対象者（週１回程度利用）、要支援１

１，６４７単位／月 （１００％）

事業対象者（週２回程度利用）、要支援２（週２回程度利用）

３，３７７単位／月 （１００％）

要支援２（週１回程度利用） ※新設

１，６８９単位／月

（５０％）

※国の報酬改定がある場合、単価を改定する可能性があります。
※要支援２（週１回程度利用）の場合の「同一建物減算」「サービス提供体制強化加算」は、以下のとおり、要支援１
に準じる（その他の加算・減算は、従来どおり）。
・同一建物減算 ３７６単位減算／月
・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ ７２単位／月
・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ ４８単位／月
・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
２４単位／月
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平成３０年度以降の第１号通所事業通所介護（まとめ）
サービスコード

Ａ６

対象者

○事業対象者 週１〜２回程度
○要支援１
○要支援２

人員基準
（国基準）

○管理者：常勤・専従1人以上（支障がない
場合、他の職務、同一敷地内の他事業所
等の職務に従事可能）
○生活相談員：専従 1人以上（サービス提供
時間を通して配置）
○看護職員：専従1人以上
○介護職員：利用者 15人以下は専従 1人以
上、利用者15人超は利用者1人に専従
0.2人以上
○機能訓練指導員：1人以上
○生活相談員または介護職員のうち 1人は
常勤

設備基準
（国基準）

運営基準
（国基準）

○個別サービス計画の作成
○重要事項の説明、同意
○提供拒否の禁止
○従事者の清潔保持、健康状態の管理
○秘密保持等
○事故発生時の対応
○廃止、休止の届出と便宜の提供 等

費用
加算・減
算

○月額包括報酬
○地域単価10.9円

（詳しくは
サービス
コード表を
参照）

○食堂・機能訓練室（3㎡×利用定員以上）
○静養室・相談室・事務室
○消火設備その他の非常災害に必要な設
備
○必要な設備、備品

○若年性認知症利用者受入加算：240単位/月
○生活機能向上グループ活動加算：100単位/月
○運動器機能向上加算：225単位/月
○栄養改善加算：150単位/月
○口腔機能向上加算：150単位/月
○選択的サービス複数実施加算：国基準と同様
○事業所評価加算：120単位/月
○サービス提供体制強化加算：サービスコード表
参照
○介護職員処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴ：国基準と同様
○同一建物減算：サービスコード表参照
○定員超過・人員欠如減算：各30％減
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1

その他の留意事項について
支給限度額
事業対象者・要支援１
要支援２

５，００３単位／月
１０，４７３単位／月

利用者負担
介護給付の利用者負担と同様。１割負担又は２割負担（一定所得以上の方）
※平成３０年８月から ３割負担あり（一定所得以上の方）

給付制限
適用なし

契約書・重要事項説明書等の取扱
平成３０年度以降もサービス名称は変わりませんので、定款・運営規程・契約書等の変更
は必要ありません。（サービス名称例：第１号訪問事業訪問介護、第１号通所事業通所介護）
ただし、費用に変更（通所サービスにおいて、要支援２で週１回程度利用の場合の費用を
新設）がありますので、重要事項説明書等における利用料金の変更を行う必要があります。
変更する際は、利用者又はその家族へ改めて説明を行い、同意を得てください。
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住所地特例者の取扱について
住所地特例者の取扱
住所地特例者へサービス提供を行った場合は、施設所在自治体の指定を受けた事業所が、施設所
在自治体が設定する費用及びサービスコードで請求を行い、国保連を経由して保険者自治体が費用
負担を行うことになっています。
ケース
荒川区の被保険者であ
る住所地特例者

事業者指定

請求方法

施設所在自治体の指定
が必要（荒川区の指定
は不要）

施設所在自治体のサー
ビスコード・単位数で請
求

費用負担
国保連を介して保険者
（荒川区）が費用負担
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他区利用者の取扱について
区内事業所で他区の利用者がいる場合（住所地特例者は除く）
みなし指定の効力は全市町村に及ぶため、利用者の属する保険者それぞれの指定は不要でした。
しかし、平成３０年４月１日以降も引き続きサービスを提供する場合は、利用者の属する保険者それ
ぞれの指定が必要となります（国保連への請求ができなくなります）。
また、以下の場合でも、利用者の属する保険者それぞれの指定が必要となりますのでご注意くだ
さい。
・他区に住民票を残したまま、実際は荒川区に住んでいる他区被保険者
・要介護の訪問介護又は通所介護を利用する他区被保険者で、状態改善により要支援となった場合
・みなし指定の地域密着型通所介護を利用する他区被保険者で、状態改善により要支援となった場合

区外事業所で荒川区の利用者がいる場合（住所地特例者は除く）
みなし指定では、指定の効力が全市町村に及ぶため、荒川区の指定は不要でした。しかし、平成
３０年４月１日以降も引き続きサービスを提供する場合は、荒川区の指定が必要となります（国保連へ
の請求ができなくなります）。
また、以下の場合でも、荒川区の指定が必要となりますのでご注意ください。
・荒川区に住民票を残したまま、実際は区外に住んでいる荒川区被保険者
・要介護の訪問介護又は通所介護を利用する荒川区被保険者で、状態改善により要支援となった場合
・みなし指定の地域密着型通所介護を利用する荒川区被保険者で、状態改善により要支援となった場合
29

サービス費の請求方法について①
サービス費の請求について
サービス種別

サービスコード

新基準による請求

第１号訪問事業訪問介護

Ａ２

平成３０年４月サービス提供分から

第１号通所事業通所介護

Ａ６

平成３０年４月サービス提供分から

従来どおり、国保連を介して請求・審査支払を行います。
請求のサービスコードは、平成３０年４月サービス提供分から、Ａ２（訪問）とＡ６（通所）とな
ります（平成３０年４月サービス提供分からＡ１・Ａ５は使用できません。平成３０年３月以前分
の月遅れ請求では使用可）。現行のサービスコードは一部改定します。
新たなサービスコード表及び単位数マスタ（請求システム取込用）は、今後区ホームページ、
ケア倶楽部に掲載予定です。

請求額・利用者負担額の計算方法（従来どおり）
(1)（単位数＋加算・減算）×地域単価＝サービス費総額（1円未満端数切捨）
(2)サービス費総額×0.9（利用者1割負担の場合）＝請求額（1円未満端数切捨）
(3)サービス費総額−請求額＝利用者負担額
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サービス費の請求方法について②
日割り請求について（従来どおり）
従来どおり、月の途中からサービスを開始した場合などは、日割り計算を行い、日
割のサービスコードで請求してください。日割請求の適用については、厚生労働省資
料「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」（別紙）を参照ください。

≪日割請求の具体例≫
・利用者との契約開始（契約日で起算）
・利用者との契約解除（契約解除日で起算）
・区分変更（要支援１⇔要支援２、事業対象者⇔要支援、要介護⇔要支援）
・介護予防短期入所生活介護の利用開始
・介護予防特定施設入居者生活介護の利用開始
・同一保険者管内でのサービス事業所の変更
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今後の主なスケジュール
平成２９年１２月１１日（月）
〜１３日（水）
平成２９年１２月２０日頃
平成３０年１月２９日（月）まで
平成３０年３月
平成３０年４月１日〜

説明会に係る質問受付（ＦＡＸにて）
質問の回答及び指定申請書類様式を
区ホームページ・ケア倶楽部に掲載
指定申請書類受付締切
（申請先：介護保険課 事業者支援係）
サービスコード表、単位数マスタを
区ホームページ・ケア倶楽部に掲載
新たな指定による第１号事業の開始

※今後の情報は、随時荒川区ホームページやケア倶楽部に掲載しますので、
ご確認ください。
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介護予防・日常生活支援総合事業 第１号事業 Ｑ＆Ａ （平成29年12月11日事業者説明会）
平成29年12月22日作成

※塗り潰しの箇所は、今回追加したＱ＆Ａです。

No.

種別

質

問

回

答

1

国の報酬改定で、予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護等）や
総合事業（第1号訪問事業・第1号通所事業）の報酬改定が示され、その報
平成30年4月に国の報酬改定
酬が説明会で提示した報酬額を下回る場合は、「国基準を超えない」という
がある場合、第１号事業（訪
訪問/通所
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項の規定に基づき、報酬改定を
問・通所）の報酬改定も行われ
行います。それ以外の介護サービス（訪問介護・通所介護等）において報酬
るのか。
改定があった場合は、その内容を参考に改定から１年後を目途に改定を検
討します。

2

訪問/通所

3

当初、週2回程度利用の算定
をしていたものの、月の途中で
状態が変化して週1回程度利
訪問/通所
用のサービス提供となった場
合、取扱はどのようにすればよ
いか。

4

5

6

7

8

9

今後、緩和型サービスをつくる
総合事業の実施状況や課題等を踏まえながら、今後検討していきます。
予定はあるか。

回答日

H29.12.11

H29.12.11

予防給付の考え方に準拠します。厚労省Q&Aより「状況変化に応じて、提供
回数を適宜、変更することとなる。なお、その際、報酬区分については、定額
報酬の性格上、月途中で変更する必要はない。なお、状況の変化が著しい
H29.12.11
場合については、翌月から、支給区分を変更することもありうる」
出典：平成18.3.27介護制度改革information vol.80平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.2)

通所

要支援2の週1回程度利用の
程度 とはどれくらいの範囲を
言うのか。月に5回や6回の利
用となった場合は、週1回程度
になるのか週2回程度になるの
か。

週1回程度の 程度 とは、予防給付の考え方と同じで、5週ある場合にもサー
ビス提供を行えるという意味になります。実際に月に何回サービス提供を
H29.12.20
行ったかではなく、介護予防サービス計画に位置付けられた提供頻度で算
定してください。

通所

要支援2で週2回程度利用の
利用者が、実際は週1回程度
利用となった場合は、週1回程
度利用の1,689単位／月では
なく、週2回程度利用の3,377
単位／月の算定でよいか。

お見込のとおり。
なお、月の途中で状況が変化して週1回程度利用となった場合で、状況の変 H29.12.20
化が著しく、常態的に週1回程度の利用となるときは、翌月以降のケアプラン
の見直しを検討することになります。

通所

計画では週1回利用の方が、1
月のみ週2回利用となった場合
の取扱はどうなるのか。また、
その逆の場合はどうなるのか。

予防給付と同様、状況変化によって提供回数が変更になった場合でも、介
護予防サービス計画に位置付けられた提供頻度で算定してください。ただ
し、状況の変化が著しいときは、翌月以降のケアプランの見直しを検討する
ことになります。

通所

要支援2で週1回程度利用とな
サービス提供票だけでなく、介護予防サービス計画及び個別サービス計画
るのは、サービス提供票にある
への記載も行ってください。介護予防サービス計画に位置付けられた提供頻 H29.12.20
予定が週1回程度となっている
度で算定を行うことになります。
場合と解釈してよいか。

通所

要支援2（週1回程度利用）を
利用しない利用者に対し、重
要事項説明書の変更は必要
か。

通所

H29.12.20

重要事項説明書に記載されている料金内容と平成30年4月以降の新基準に
H29.12.20
よる料金内容に相違がなければ変更は不要です。

予防給付の考え方に準拠します。厚労省Q&Aより「具体的な利用回数につ
いては、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容
等に応じて適切に判断し、決定されるものである。したがって、機械的に要支
第１号通所事業について、要 援１は週１回、要支援２は週２回といった形での取扱を行うことは不適当であ
支援１は週１回、要支援２は週 る」。ただし、費用は、要支援１は月１，６４７単位で、週１回程度の費用設定と H29.12.11
２回の利用と考えていいのか。 しています。事業対象者と要支援２は、週１〜２回利用の範囲で利用者の状
態に応じて利用回数を決定してください。
出典：平成18.3.27介護制度改革information vol.80平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.2)
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介護予防・日常生活支援総合事業 第１号事業 Ｑ＆Ａ （平成29年12月11日事業者説明会）
平成29年12月22日作成

※塗り潰しの箇所は、今回追加したＱ＆Ａです。

No.

種別

質

問

回

答

回答日

10

区として利用要件は設けませんが、本人が希望すれば週２回利用できるとい
うわけではなく、適正なアセスメントにより作成されたケアプランにおいて、
サービス事業対象者が、週2回
サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見を勘案し
訪問/通所 利用する場合の利用要件はあ
H29.12.11
て、本人の心身の状況等から必要と判断された回数を設定してください（利
るか。
用例：退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援に繋がると考
えられるような場合など）。

11

訪問/通所

第１号訪問事業と第１号通所 予防給付の考え方に準拠し、特に規定しません。利用者の心身の状況、そ
事業の提供時間の規定はある の置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏
のか。
まえ、適切な提供時間を設定してください。

月の途中でサービス事業対象者から要支援者となった場合、下記のケース
サービス事業対象者が認定申
で日割計算となります。
請し、要支援1又は要支援2と
12 訪問/通所
【訪問】利用回数が変更になった場合
なった場合は、日割計算にし
【通所】事業対象者（週1回利用）⇒要支援2、事業対象者（週2回利用）⇒要
なければならないか。
支援1、事業対象者⇒要支援2（週1回利用）

指定申請にあたり、添付書類
を割愛している自治体もある
13 訪問/通所
が、すべての書類を提出しな
ければならないのか。

H29.12.11

H29.12.20

荒川区においては指定更新の場合でも、すべての書類の提出をお願いして H29.12.22
おります。

登記簿謄本は原本を添付しな 登記簿謄本はコピーでも差し支えありません。
14 訪問/通所 くてはならないのか。また、発 原則として発行から３か月以内のものに限りますが、記載内容に変更がない
行日はいつのものか。
場合、それ以前のものでも可とします。

H29.12.22

勤務形態一覧表は、いつの時
15 訪問/通所 点のものを添付すればよいの 平成30年1月又は平成29年12月のものを添付してください。
か。

H29.12.22

資産の状況に関する書類（決
算書、資産の目録、事業計画
16 訪問/通所 書、収支予算書ほか）はいつ 当該年度又は前年度のものを添付してください。
の時点のものを添付すればよ
いのか。

H29.12.22

資産の状況に関する書類（決
算書、資産の目録、事業計画
17 訪問/通所 書、収支予算書ほか）は、区の 法人作成の書式で差し支えありません。
指定様式を用いなければいけ
ないのか。

H29.12.22

「建築物等に係る関係法令確
認書」の担当部署や確認日が
18 訪問/通所
東京都に提出した際の書類を再度ご確認のうえ、ご記入をお願いします。
不明である。どうすればよい
か。

H29.12.22

19

新たな区基準による事業の開
始は、平成30年4月1日からと
なっているが、それ以前（例：
訪問/通所
平成30年3月1日から）に新規
開設したい場合、指定申請は
可能か。

平成29年度中（平成30年3月31日以前）に開設する場合は、開設月の前々
月の末日まで（3月開設の場合は平成30年1月29日まで）に現行基準に基づ
H29.12.11
く申請が必要となりますが、指定有効期間は平成30年3月31日までとなりま
す。そのため、平成30年4月1日以降も事業継続するためには、他の事業所
と同様、平成30年1月29日までに新基準に基づく更新申請が必要です。
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介護予防・日常生活支援総合事業 第１号事業 Ｑ＆Ａ （平成29年12月11日事業者説明会）
平成29年12月22日作成

※塗り潰しの箇所は、今回追加したＱ＆Ａです。

No.

種別

質

問

回

答

回答日

20

新たな区基準による事業の開
始は、平成30年4月1日からと
なっているが、それ以降（例： 平成30年5月以降に開設する場合も、開設月の前々月の末日まで（5月開設
訪問/通所
H29.12.11
平成30年5月1日から）に新規 の場合は、平成30年3月31日まで）に新基準に基づく申請が必要となります。
開設したい場合、指定申請は
可能か。

21

指定申請をしない場合は、平成30年1月29日までに第１号事業の指定を希
平成30年4月以降、指定申請
望しない旨の書類を提出してください。なお、指定を受けない場合、荒川区
訪問/通所 を希望しない場合は、何か手
被保険者でサービス事業対象者・要支援１・２の受入れができなくなりますの
続が必要か。
で、ご留意ください。

22

【平成30年3月31日までの取扱】
①平成27年3月31日以前から介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の
指定を受けていた事業所は、総合事業（第１号訪問事業又は第１号通所事
業）のみなし指定（指定の効力は全国の区市町村に及ぶ）を受けているた
め、被保険者の属する自治体ごとの指定を受けることなく、要支援等の区外
被保険者を受け入れることができます。
②平成27年4月1日以降に指定を受けた事業所は、被保険者の属する自治
荒川区内の事業所が区外被
体ごとの指定を受けることで、その被保険者を受け入れることができます（住
訪問/通所 保険者を受け入れることはでき
所地特例者は除く）。
るか。

H29.12.11

H29.12.11

【平成30年4月1日からの取扱】
上記①②の事業所とも、被保険者の属する自治体ごとの指定を受けること
で、その被保険者を受け入れることができます（住所地特例者は除く）。指定
申請書の提出期限は自治体によって異なりますので、平成30年4月1日以降
も要支援等の区外被保険者を受け入れる場合は、各自治体のホームページ
を確認し、必要な申請手続を行ってください。

23

通所

新基準において、通所介護と
現行どおりです（通所介護と介護予防通所介護を一体的に実施する場合と
第１号通所事業を一体的に
同様）。利用定員は、通所介護利用者と第１号通所事業通所介護利用者と
サービス提供する場合の取扱
の合算で定めます。
はどうなるか。

H29.12.11

24

要介護の利用者についての変更はありません。ただし、要介護認定の更新
第1号事業の指定更新により、
で要支援となった場合は、総合事業としての利用となります。区外被保険者
訪問/通所 要介護の利用者に対する取扱
の場合、被保険者の属する自治体から第１号事業の指定を受けなければ平
に変更は生じるか。
成30年4月1日以降は受け入れることができなくなります。

25

区外事業者に対する事業者指
定の制限（荒川区被保険者が 今のところ、区外事業者の指定制限は予定していません。区内事業者と同じ
訪問/通所
H29.12.11
現に利用している場合のみ指 く指定を受けることができます。
定を認めるなど）はあるか。

26

指定を受けた区外事業者で、
荒川区被保険者の利用が無くなった場合でも指定の有効期間内であれば
荒川区被保険者の利用が無く
訪問/通所
指定の効力は継続します。なお、荒川区被保険者の受入れを止める場合な
なった場合、指定の効力も無く
どは、荒川区に廃止届を提出してください。
なるのか。

27

訪問/通所

H29.12.11

H29.12.11

平成30年4月1日以降有効とな
る新たな指定を受けた場合、 現在付与されている事業所番号を引き続き使用していただくことになります。 H29.12.11
事業所番号はどうなるのか。
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介護予防・日常生活支援総合事業 第１号事業 Ｑ＆Ａ （平成29年12月11日事業者説明会）
平成29年12月22日作成

※塗り潰しの箇所は、今回追加したＱ＆Ａです。

No.

28

種別

通所

質

問

現在、第1号通所事業の本体
事業所とサテライト事業所1か
所のみなし指定を受けている。
平成30年4月以降の指定申請
に関して、本体事業所に関す
る書類のほかにサテライト事業
所に関する書類も用意する必
要があるか。
また、指定申請書のみ提出な
ど申請省略は可能か、本体事
業所が指定されればサテライト
も指定されたものとみなすのか
等、サテライト事業所について
伺いたい。

回

答

回答日

第１号事業のサテライトにかかる設置基準及び指定手続については、原則と
して、都の通所介護におけるサテライト申請の取扱と同様とする方向で整備
中です。
平成30年1月29日までに本体事業所に係る指定申請を行っていただき、サ H29.12.20
テライト事業所については、後日区がお示しするサテライトに係る届出様式
に必要書類を添付して変更申請していただくことになります（平成30年2月末
頃ホームページ掲載予定）。

平成30年4月以降、東京都へ
の介護予防通所介護（又は介 都指定の介護予防通所介護（又は介護予防訪問介護）は、平成29年度末を
H29.12.20
29 訪問/通所 護予防訪問介護）の更新申請 以って終了となります。従って、更新申請等の手続も不要です。
は必要か。
国のガイドライン及びQ&Aにおいて、総合事業における介護予防ケアマネジ
メントは報酬の逓減制に含めないとしていることから、介護予防ケアマネジメ
ントの受託件数は居宅介護支援費の算定件数に含めません。
なお、サービス事業対象者だけでなく、要支援１・２の方でも「総合事業のみ」
を利用する場合は、介護予防ケアマネジメントとなります。ただし、総合事業
のみを利用していた方が、月の途中で予防給付の利用を開始した場合は、
介護予防ケアマネジメントの委 介護予防支援となり、受託件数に含まれることになりますのでご注意くださ
介護予防ケ
託を受ける場合、介護予防支 い。
H29.12.11
30 アマネジメン
援と同様に受託件数にカウント
ト
されるのか。
参考：厚労省「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】
（問５）介護予防ケアマネジメントを居宅介護支援事業所に委託する場合、介護予防
支援と同様の扱いとされ、プラン作成上限の制約を受けるのか。
（答） 総合事業における介護予防ケアマネジメントについて、報酬の逓減制度を設け
ていない。居宅介護支援事業所への委託に際しては、介護予防ケアマネジメントの
適正な実施が確保されるよう、市町村において適切に判断されたい。
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荒川区ケア倶楽部
身近でホットな介護保険最
新情報を配信！！

荒川区からのお知らせや

介護保険サービス事業者の方へ
情報提供専門のホームページです

介護事業者関連情報が

荒川区介護保険課事業者支援係では、インターネットを活用した
介護保険関係の情報提供システムとして、介護保険サービス事業者
支援サイト「荒川区ケア倶楽部」の運営しております。
今まで区のホームページの介護保険課担当ページ等で配信して
いた情報も一部「荒川区ケア倶楽部」への掲載に順次切り替え、
事業所への迅速な情報提供を行っております。

「荒川区ケア倶楽部」で
ご確認できます。

※区からの情報のほか、厚生労働省や東京都からの
最新情報なども掲載されています。

閲覧のためのＩＤおよびパスワードについて
介護保険サービス事業者対象の情報提供専用ホームページのため、ＩＤ（事業者番号）
とパスワードでのログインによる閲覧となります。初期のログイン用のＩＤおよびパス
ワードは、ＦＡＸで事業者に送付いたします（後日、パスワードの変更ができます）
。
なお、ＩＤとパスワードは事業者番号ごとに発行しています。同一の事業者番号で複
数の事業所をお持ちの場合は、代表事業所（代表サービスコードによる）を対象ユーザ
ーとしてＩＤとパスワードを発行しますので、事業所間で共有してご覧ください。

『ケア倶楽部』ログイン画面のご案内
https://www.uwins-club.net または
FAX でお知らせしましたＩＤ（事業者番号）とパスワードを入力の上ユーザー登

録画面に従ってご登録ください。

【お問合せ】
◆不具合等システム全般のお問合せ先
トーテックアメニティ株式会社
：03-5436-2319 FAX：03-5436-2334

◆ログインＩＤ・パスワードについて
◆情報掲載についてのお問合せ先
荒川区福祉部介護保険課事業者支援係
：03-3802-3111（内線 2436）

