
○篠山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２９年１月３１日 

要綱第３号 

（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、必要な事項を定めるものとす

る。 

（事業の目的） 

第２条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様

な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの

体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能

とすることを目的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 第１号被保険者 法第９条第１号に規定する第１号被保険者 

(2) 居宅要支援被保険者 法第１９条第２項に規定する要支援認定を受け

た被保険者のうち居宅において支援を受ける者 

(3) 事業対象者 法第１９条に規定する要介護認定又は要支援認定を省略

して、総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスを利用できるよう、

平成２７年厚生労働省告示第１９７号に定めるチェックリスト（以下「基

本チェックリスト」という。）の基準項目に該当する第１号被保険者 

(4) 介護予防サービス 法第８条の２に規定する介護予防サービス 

(5) 介護予防・生活支援サービス事業 法第１１５条の４５第１項第１号に

規定する第１号事業 

(6) 訪問型サービス 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 

(7) 通所型サービス 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 

(8) 介護予防ケアマネジメント 法第１１５条４５第１項第１号ニに規定

する第１号介護予防支援事業 

(9) 一般介護予防事業 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業 

(10) 指定事業者 法第１１５条の４５の３第１項に規定する第１号事業を

行う事業者 

(11) 第１号事業支給費 法第１１５条の４５の３第１項及び第２項に規定



する第１号事業に要した費用に対する支給費 

（事業内容） 

第４条 総合事業は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号の事業構成、事

業名、事業内容及び対象者並びにサービス費は、別表第１及び別表第２に定

めるとおりとする。 

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 

ア 訪問介護相当サービス事業 

イ 通所介護相当サービス事業 

ウ 訪問型生活支援事業 

エ 軽度生活支援事業 

オ 元気回復デイサービス事業 

カ ミニデイサービス事業 

キ 介護予防ケアマネジメント事業 

ク その他生活支援サービス事業 

(2) 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

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 

（実施主体及び実施方法） 

第５条 総合事業の実施主体は、篠山市とする。 

２ 市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲

げる方法により実施できるものとする。 

(1) 指定事業者による実施 

(2) 法第１１５条の４７第４項の規定により介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６９で定める

基準に適合する者に対する委託による実施 

(3) 省令第１４０条の６２の３第１項第２号の規定に基づく補助その他の

支援 

３ 介護予防ケアマネジメント事業は、地域包括支援センターが実施するもの

とする。ただし、市長が認めたときは、指定居宅介護支援事業所に委託する

ことができる。 

（介護予防・生活支援サービス事業の対象者） 

第６条 第４条第１号の事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保

険者（以下「要支援者等」という。）であって、介護予防ケアマネジメント



により該当サービスを提供する必要があると認めたものとする。 

(1) 居宅要支援被保険者 

(2) 事業対象者 

２ 前項第２号の規定による事業対象者の認定を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、篠山市介護予防・生活支援サービス事業対象者認定申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、申請者について省令

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への該当

の有無を審査の上、その審査結果を篠山市介護予防・生活支援サービス事業

対象者認定結果通知（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、事業対象者の認定を行ったときは、当該事業対象者を受給者台帳

に登録し、介護保険被保険者証を発行するものとする。 

（介護予防・生活支援サービス事業の利用手続） 

第７条 要支援者等は、第４条第１号に掲げる事業を利用しようとするときは、

介護予防サービス計画作成依頼届・介護予防ケアマネジメント作成依頼（変

更）届出書（様式第３号）により、市長に届け出なければならない。 

（指定事業者による総合事業実施及び第１号事業支給費） 

第８条 第５条第２項第１号に規定する指定事業者により実施する総合事業は、

第４条第１号アからウまでに掲げる事業及び同号オからカまでに掲げる事業

とし、そのサービス提供に対する第１号事業支給費は、別表第３で定める額

とする。 

２ 法第５９条の２の規定による所得の額が政令で定める額以上である要支援

者等に係る第１号事業支給費については、別表第３に定める一定以上の所得

者に適用される額とする。 

３ 市長は、法第１１５条の４５の３第３項の規定に基づき、総合事業を利用

した要支援者等に代わり、指定事業者に第１号事業支給費を支払うものとす

る。 

４ 市長は、法第１１５条の４５の３第６項の規定に基づき、同条第５項に規

定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものと

する。 

（委託事業所による総合事業の実施及び委託費） 

第９条 第５条第２項第２号に規定する委託により実施する総合事業は、第４

条第１号エ及びキに掲げる事業とし、委託費の額は、別表第３に定める額と

する。 

（利用料） 



第１０条 第４条第１号アからカまでに掲げる事業の利用者は、別表第４に定

める利用料を負担するものとする。 

２ 第４条第１号キに掲げる事業の利用料は、無料とする。 

３ 法第５９条の２の規定による、所得の額が政令で定める額以上である要支

援者等にあっては、別表第４に定める一定以上の所得者に適用される利用料

とする。 

４ 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は

利用者の負担とする。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。 

５ 利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。 

（第１号事業支給費及び予防給付費の支給限度額） 

第１１条 第１号事業支給費の支給限度額は、別表第５のとおりとする。ただ

し、第４条第１号アからウまでに掲げる事業及び同号オからカまでに掲げる

事業は、法第５５条の規定の例により算出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、事業対象者の支給限度額

を別表第３に掲げる要支援２の支給限度額の額とすることができる。 

３ 総合事業の利用者が、法第５２条に規定する予防給付を利用している場合

は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。 

（高額介護予防サービス費の支給相当事業の実施） 

第１２条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与

える影響を考慮し、法第６１条に規定する高額介護予防サービス費の支給に

相当する事業（以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。）を実施

するものとする。 

２ 前項の支給額の算定は、要支援者等が受けた総合事業に係る利用者負担額

と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給

付に係る利用者負担額の１月の合計額が、介護保険法施行令（平成１０年政

令第４１２号）第２９条の２の２に規定する上限額を超えるときに、法第５

１条又は６１条に規定する高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費

の額を算定した後に、高額介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する

方法により行うものとする。 

３ 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。 

（苦情処理） 

第１３条 市長は、総合事業の利用者及びその家族から総合事業に関する苦情

等に迅速かつ適切に対応するため、窓口の設置その他必要な措置を講ずるも

のとする。 

２ 市長は、前項の苦情を受けた場合は、当該苦情の内容を記録するものとす

る。 



（関係機関との連携） 

第１４条 市長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待

される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果

的に行われるように努めなければならない。 

（その他） 

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 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２７日要綱第７１号） 

この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日要綱第１９号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

事業構成 事業名 事業内容 対象者 

介護

予

防・

生活

支援

サー

ビス

事業 

訪

問

型

サ

ー

ビ

ス

（

第

１

号

訪

問

事

業） 

訪問介護

に相当す

るサービ

ス 

訪問介護相

当サービス

事業 

訪問介護員による身体介

護・生活援助を行うこと

（訪問介護と同様のサー

ビスを行うこと。）。 

要支援者等の

うち、介護予防

ケアマネジメ

ントで事業の

利用が必要で

ある者 

緩和した

基準によ

るサービ

ス 

訪問型生活

支援事業 

家事援助等の日常生活支

援として、買い物、調理、

掃除、洗濯、健康管理及び

栄養管理に関する助言そ

の他生活支援に資する軽

度な日常生活上の援助を

行うこと。 

軽度生活支

援事業 

掃除、洗濯等簡単な家事援

助等を行うこと。 

通

所

型

サ

ー

通所介護

に相当す

るサービ

ス 

通所介護相

当サービス

事業 

通所介護施設で必要な日

常生活上の支援を行うこ

と（通所介護と同様のサー

ビスを行うこと。）。 

緩和した 元気回復デ 自立支援を目的とした生



ビ

ス

（

第

１

号

通

所

事

業） 

基準によ

るサービ

ス 

イサービス

事業 

活訓練又は社会交流の場

の提供として、身体機能及

び生活機能の向上のため

の訓練その他介護予防の

ために必要な日常生活支

援を行うこと。 

ミニデイサ

ービス事業 

閉じこもり又は認知症予

防を目的とし、レクリエー

ション及び趣味活動を事

業所施設内等で行うこと

で、生きがいづくり、社会

交流の場を提供すること。 

介護予防ケア

マネジメント

事業 

（第１号介護

予防支援事業） 

ケアマネジ

メントA 

対象者に対し、介護予防及

び日常生活支援を目的と

して、その心身の状況、そ

の置かれているその他の

状況に応じて、その選択 

要支援者等（介

護保険法第８

条の２に規定

する介護予防

サービスを利 

ケアマネジ

メントB 

ケアマネジ

メントC 

に基づき、適切な事業が包

括的かつ効率的に提供さ

れるよう、専門的視点から

必要な援助を行う。 

用するため、同

法第５８条に

規定する指定

介護予防支援

を受けている

者を除く。） 

一般

介護

予防

事業 

介護予防把握事業 可能な限り、早期に一定の

リスクを抱える高齢者を

把握する。 

第１号被保険

者及びその支

援のための活

動に関わる者 介護予防普及啓発事業 介護予防の普及啓発に資

する介護予防教室等の開

催、有識者による講演会、

相談会の開催、介護予防の

基本知識を普及するため

のパンフレットの作成及

び配布を行う。 

地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の

介護予防活動の育成及び



支援を行う。 

一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定め

る目標値の達成状況等の

検証を行い、一般介護予防

事業の事業評価を行う。 

地域リハビリテーション活

動支援事業 

地域における介護予防の

取組を機能強化するため

に、サービス提供事業所、

地域ケア会議、サービス担

当者会議、住民運営のつど

い場等へのリハビリテー

ション専門職等の関与を

促進する。 

別表第２（第４条関係） 

サービス種

別 

事業名 サービス費 備考 

訪問

型サ

ービ

ス 

訪問

介護

に相

当す

るサ

ービ

ス 

訪問介護

相当サー

ビス事業 

(1) 訪問型サービス費（Ⅰ） 

１１，６８０円／月 

（事業対象者・要支援１、２ 週１

回まで） 

訪問型サービス費（Ⅱ） 

２３，３５０円／月 

（事業対象者・要支援１、２ 週２

回まで） 

訪問型サービス費（Ⅲ） 

３７，０４０円／月 

（事業対象者・要支援２ 週３回ま

で） 

(2) 初回加算 

２，０００円／月 

(3) 生活機能向上連携加算 

１，０００円／月 

(4) 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)から(3)までにより算定した額の

 



１，０００分の８６に相当する額 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

(1)から(3)までにより算定した額の

１，０００分の４８に相当する額 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定

した額の１００分の９０に相当する額 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定

した額の１００分の８０に相当する額 

緩和

した

基準

によ

るサ

ービ

ス 

訪問型生

活支援事

業 

(1) 訪問型サービス費（Ⅰ） 

１１，２５０円／月 

（事業対象者・要支援１ 週１回ま

で） 

  訪問型サービス費（Ⅱ） 

２２，３４０円／月 

（事業対象者・要支援２ 週２回ま

で） 

 

軽度生活

支援事業 

(1) 訪問型サービス費 

１，１３１円／回 

要支援認定区

分１の者にあ

っては週１回

（月４回）ま

で、要支援認

定区分２の者

にあっては週

２回（月８回）

まで、事業対

象者にあって

は原則週１

（月４回）ま

でを限度とす

る。 

通所

型サ

ービ

ス 

通所

介護

に相

当す

通所介護

相当サー

ビス事業 

(1) 通所型サービス費（Ⅰ） 

１６，４７０円／月 

（事業対象者・要支援１ 週１回ま

で） 

 



るサ

ービ

ス 

通所型サービス費（Ⅱ） 

１６，８８０円／月 

（事業対象者・要支援２ 週１回ま

で） 

通所型サービス費（Ⅲ） 

３３，７７０円／月 

（事業対象者・要支援２ 週２回ま

で） 

(2) 生活機能向上グループ活動加算 

１，０００円／月 

(3) 運動機能向上加算 

２，２５０円／月 

(4) 栄養改善加算 

１，５００円／月 

(5) 口腔機能向上加算 

１，５００円／月 

(6) 選択的サービス複数実施加算 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

運動機能向上及び栄養改善 

４，８００円／月 

運動機能向上及び口腔機能向上 

４，８００円／月 

栄養改善及び口腔機能向上 

４，８００円／月 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

運動機能向上、栄養改善及び口腔機

能向上 

７，０００円／月 

(7) 事業所評価加算 

１，２００円／月 

(8) サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

事業対象者・要支援１ 

７２０円／月 

要支援２ 

１，４４０円／月 



サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

事業対象者・要支援１ 

４８０円／月 

要支援２ 

９６０円／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

事業対象者・要支援１ 

２４０円／月 

要支援２ 

４８０円／月 

(9) 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)から(8)までにより算定した額の

１，０００分の４０に相当する額 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

(1)から(8)までにより算定した額の

１，０００分の２２に相当する額 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定

した額の１００分の９０に相当する額 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定

した額の１００分の８０に相当する額 

緩和

した

基準

によ

るサ

ービ

ス 

元気回復

デイサー

ビス事業 

(1) 通所型サービス費 

事業対象者・要支援１ 

１５，６４０円／月 

要支援２ 

１６，０３０円／月 

(2) 生活機能向上加算 

１，５００円／月 

週１回までを

限度とする。 

ミニデイ

サービス

事業 

(1) 通所型サービス費 

事業対象者・要支援１ 

１０，７００円／月 

要支援２ 

１０，９７０円／月 

(2) 生活機能向上加算 

週１回までを

限度とする。 



１，５００円／月 

介護予防ケ

アマネジメ

ント事業 

ケアマネ

ジメントA 

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

費 

４，３００円／月 

原則的な介護

予防ケアマネ

ジメント 

ケアマネ

ジメントB 

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

費 

初回 ４，３００円／月 

２か月目以降 ３，０００円／月 

簡略化した介

護予防ケアマ

ネジメント 

ケアマネ

ジメントC 

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

費 

初回のみ ４，３００円／月 

初回のみの介

護予防ケアマ

ネジメント 

別表第３（第８条関係） 

サービス種

別 

事業名 第１号事業支給費（一定以上の所得者） 

訪問

型サ

ービ

ス 

訪問

介護

に相

当す

るサ

ービ

ス 

訪問介護

相当サー

ビス事業 

(1) 訪問型サービス支給費（Ⅰ） 

１０，５１２円／月 

（９，３４４円／月） 

訪問型サービス支給費（Ⅱ） 

２１，０１５円／月 

（１８，６８０円／月） 

訪問型サービス支給費（Ⅲ） 

３３，３３６円／月 

（２９，６３２円／月） 

(2) 初回加算 

１，８００円／月 

（１，６００円／月） 

(3) 生活機能向上連携加算 

９００円／月 

（８００円／月） 

(4) 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分の

８６に相当する額×１００分の９０ 

（(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分

の８６に相当する額×１００分の８０） 



介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分の

４８に相当する額×１００分の９０ 

（(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分

の４８に相当する額×１００分の８０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の９０に相当する額×１００分の９０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の９０に相当する額×１００分の８０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の８０に相当する額×１００分の９０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の８０に相当する額×１００分の８０） 

緩和

した

基準

によ

るサ

ービ

ス 

訪問型生

活支援事

業 

(1) 訪問型サービス支給費（Ⅰ） 

１０，１２５円／月 

（９，０００円／月） 

  訪問型サービス支給費（Ⅱ） 

２０，１０６円／月 

（１７，８７２円／月） 

軽度生活

支援事業 

(1) 訪問型サービス支給費 

８８１円／回 

（６３１円／回） 

通所

型サ

ービ

ス 

通所

介護

に相

当す

るサ

ービ

ス 

通所介護

相当サー

ビス事業 

(1) 通所型サービス支給費（Ⅰ） 

１４，８２３円／月 

（１３，１７６円／月） 

通所型サービス支給費（Ⅱ） 

１５，１９２円／月 

（１３，５０４円／月） 

通所型サービス支給費（Ⅲ） 

３０，３９３円／月 

（２７，０１６円／月） 

(2) 生活機能向上グループ活動加算 

９００円／月 

（８００円／月） 



(3) 運動機能向上加算 

２，０２５円／月 

（１，８００円／月） 

(4) 栄養改善加算 

１，３５０円／月 

（１，２００円／月） 

(5) 口腔機能向上加算 

１，３５０円／月 

（１，２００円／月） 

(6) 選択的サービス複数実施加算 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

運動機能向上及び栄養改善 

４，３２０円／月 

（３，８４０円／月） 

運動機能向上及び口腔機能向上 

４，３２０円／月 

（３，８４０円／月） 

栄養改善及び口腔機能向上 

４，３２０円／月 

（３，８４０円／月） 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 

６，３００円／月 

（５，６００円／月） 

(7) 事業所評価加算 

１，０８０円／月 

（９６０円／月） 

(8) サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

事業対象者・要支援１ 

６４８円／月 

（５７６円／月） 

要支援２ 

１，２９６円／月 

（１，１５２円／月） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 



事業対象者・要支援１ 

４３２円／月 

（３８４円／月） 

要支援２ 

８６４円／月 

（７６８円／月） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

事業対象者・要支援１ 

２１６円／月 

（１９２円／月） 

要支援２ 

４３２円／月 

（３８４円／月） 

(9) 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分の

４０に相当する額×１００分の９０ 

（(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分

の４０に相当する額×１００分の８０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分の

２２に相当する額×１００分の９０ 

（(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分

の２２に相当する額×１００分の８０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の９０に相当する額×１００分の９０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の９０に相当する額×１００分の８０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の８０に相当する額×１００分の９０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の８０に相当する額×１００分の８０） 

緩和

した

元気回復

デイサー

(1) 通所型サービス支給費 

事業対象者・要支援１ 



基準

によ

るサ

ービ

ス 

ビス事業 １４，０７６円／月 

（１２，５１２円／月） 

要支援２ 

１４，４２７円／月 

（１２，８２４円／月） 

(2) 生活機能向上加算 

１，３５０円／月 

（１，２００円／月） 

ミニデイ

サービス

事業 

(1) 通所型サービス支給費 

事業対象者・要支援１ 

９，６３０円／月 

（８，５６０円／月） 

要支援２ 

９，８７３円／月 

（８，７７６円／月） 

(2) 生活機能向上加算 

１，３５０円／月 

（１，２００円／月） 

介護予防ケ

アマネジメ

ント事業 

ケアマネ

ジメント

A 

(1) 介護予防ケアマネジメント事業支給費 

４，３００円／月 

ケアマネ

ジメント

B 

(1) 介護予防ケアマネジメント事業支給費 

初回 ４，３００円／月 

２か月目以降 ３，０００円／月 

ケアマネ

ジメント

C 

(1) 介護予防ケアマネジメント事業支給費 

初回のみ ４，３００円／月 

別表第４（第１０条関係） 

サービス種

別 

事業名 利用料（一定以上の所得者） 

訪問

型サ

ービ

ス 

訪問

介護

に相

当す

るサ

訪問介護

相当サー

ビス事業 

(1) 訪問型サービス支給費（Ⅰ） 

１，１６８円／月 

（２，３３６円／月） 

訪問型サービス支給費（Ⅱ） 

２，３３５円／月 



ービ

ス 

（４，６７０円／月） 

訪問型サービス支給費（Ⅲ） 

３，７０４円／月 

（７，４０８円／月） 

(2) 初回加算 

２００円／月 

（４００円／月） 

(3) 生活機能向上連携加算 

１００円／月 

（２００円／月） 

(4) 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分の

８６に相当する額×１００分の１０ 

（(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分

の８６に相当する額×１００分の２０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

（１）から(3)までにより算定した額の１，０００

分の４８に相当する額×１００分の１０ 

（(1)から(3)までにより算定した額の１，０００分

の４８に相当する額×１００分の２０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の９０に相当する額×１００分の１０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の９０に相当する額×１００分の２０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の８０に相当する額×１００分の１０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の８０に相当する額×１００分の２０） 

緩和

した

基準

によ

るサ

訪問型生

活支援事

業 

(1) 訪問型サービス支給費（Ⅰ） 

１，１２５円／月 

（２，２５０円／月） 

 訪問型サービス支給費（Ⅱ） 

２，２３４円／月 



ービ

ス 

（４，４６８円／月） 

軽度生活

支援事業 

(1) 訪問型サービス支給費 

２５０円／回 

（５００円／回） 

通所

型サ

ービ

ス 

通所

介護

に相

当す

るサ

ービ

ス 

通所介護

相当サー

ビス事業 

(1) 通所型サービス支給費（Ⅰ） 

１，６４７円／月 

（３，２９４円／月） 

通所型サービス支給費（Ⅱ） 

１，６８８円／月 

（３，３７６円／月） 

通所型サービス支給費（Ⅲ） 

３，３７７円／月 

（６，７５４円／月） 

(2) 生活機能向上グループ活動加算 

１００円／月 

（２００円／月） 

(3) 運動機能向上加算 

２２５円／月 

（４５０円／月） 

(4) 栄養改善加算 

１５０円／月 

（３００円／月） 

(5) 口腔機能向上加算 

１５０円／月 

（３００円／月） 

(6) 選択的サービス複数実施加算 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

運動機能向上及び栄養改善 

４８０円／月 

（９６０円／月） 

運動機能向上及び口腔機能向上 

４８０円／月 

（９６０円／月） 

栄養改善及び口腔機能向上 

４８０円／月 

（９６０円／月） 



選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 

７００円／月 

（１，４００円／月） 

(7) 事業所評価加算 

１２０円／月 

（２４０円／月） 

(8) サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

事業対象者・要支援１ 

７２円／月 

（１４４円／月） 

要支援２ 

１４４円／月 

（２８８円／月） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

事業対象者・要支援１ 

４８円／月 

（９６円／月） 

事業対象者・要支援２ 

９６円／月 

（１９２円／月） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

事業対象者・要支援１ 

２４円／月 

（４８円／月） 

要支援２ 

４８円／月 

（９６円／月） 

(9) 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分の

４０に相当する額×１００分の１０ 

（(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分

の４０に相当する額×１００分の２０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 



(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分の

２２に相当する額×１００分の１０ 

（(1)から(8)までにより算定した額の１，０００分

の２２に相当する額×１００分の２０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の９０に相当する額×１００分の１０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の９０に相当する額×１００分の２０） 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１００

分の８０に相当する額×１００分の１０ 

（介護職員処遇加算（Ⅱ）により算定した額の１０

０分の８０に相当する額×１００分の２０） 

緩和

した

基準

によ

るサ

ービ

ス 

元気回復

デイサー

ビス事業 

(1) 通所型サービス支給費 

事業対象者・要支援１ 

１，５６４円／月 

（３，１２８円／月） 

要支援２ 

１，６０３円／月 

（３，２０６円／月） 

(2) 生活機能向上加算 

１５０円／月 

（３００円／月） 

ミニデイ

サービス

事業 

(1) 通所型サービス支給費 

事業対象者・要支援１ 

１，０７０円／月 

（２，１４０円／月） 

要支援２ 

１，０９７円／月 

（２，１９４円／月） 

(2) 生活機能向上加算 

１５０円／月 

（３００円／月） 

別表第５（第１１条関係） 



対象者区分 支給限度額 

事業対象者 ５０，０３０円 

要支援１ ５０，０３０円 

要支援２ １０４，７３０円 



 



 



 



 



 


