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第 1 章介護予防サービスの流れ 

１．委託依頼 

 包括支援センターは、要介護者等から介護予防サービス等の利用に関する相談があり、介護

予防サービス計画作成について、委託契約を締結した事業所（以下「委託事業者」という。）へ

依頼します。 

２．契約締結 

（１）委託事業者は、要支援者等に対して介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約（以

下「契約」という。）に関する「契約書及び重要事項説明書」（以下「契約書」という。） を

もとに説明を行い、要支援者等の同意を得たら契約書 2通に署名押印をもらい、説明者が署名

押印した上で、一旦持ち帰り、包括支援センターへ原本を提出します。 

（２）「介護予防サービス計画書作成依頼届出書」に必要事項を記入してもらい預かります。 

３．届出等 

（１）委託事業者は、要支援者等から預かった「介護予防サービス計画書作成依頼届出書」を市

役所へ提出します。 

（２）包括支援センターへ連絡し、「認定調査票及び特記事項（写し）」及び「主治医意見書（写

し）」の提供を受けます。 

４．介護予防サービス計画の作成 

（１）アセスメントの実施及び介護予防サービス計画原案の作成

委託事業者は、訪問にてアセスメントを行い、要支援者等の状況の把握、目標の設定、サービ

スの利用方針を決定します。その上で介護予防サービス計画原案を作成し包括支援センター

へ連絡し確認を受けます。 

（２）サービス担当者会議の開催

委託事業者は、要支援者等、サービス事業担当者、主治医、インフォーマルサービス提供者等

の介護予防サービス計画原案に位置づけた者と原則として要支援者等の居宅でサービス担当

者会議を開きます。 

※資料

厚生省令において、担当者会議の開催は以下の通り記載されています。

①要支援更新認定時（厚生労働省令第 37号第 30条第 17項イ）

②要支援状態区分の変更認定時（厚生労働省令第 37号第 30条第 17条ロ）

③介護予防サービス計画の変更時。なお 本人の希望による軽微な変更を行う場合は必要なし （厚生労働省

令第 37号第 30条第 18） ※詳細は後述

④介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置づける場合は、必要に応じて随時サービス担当者会

議を開催（厚生労働省令第 35号 2）
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（３）介護予防サービス計画原案の説明・同意

① 委託事業者は、要支援者等に介護予防サービス計画原案を掲示し、説明を行います。

  要支援者等の意見を聞き、必要な修正を加えた上で、介護予防サービス・支援計画表の本人

同意欄に署名押印を受けます。 

② 要支援者等に、介護予防サービス・支援計画表、サービス利用票、サービス利用票別表を

交付し、サービス利用票に利用者確認を受けます。 

③ 包括支援センターに、同意、確認を得た「介護予防サービス・支援計画票」「サービス利

用票」「サービス利用票別表」のいずれも原本を提出します。 

（４）介護予防サービス等事業者への書類の交付

委託事業者は、サービス事業者へ介護予防サービス・支援計画票、サービス提供票、サービス

提供票別表 を交付します。また利用者が生活保護受給者である場合、新規または変更する際

は、上記書類を生活保護課へ提出します。 

（５）介護予防サービス等利用に関する調整

要支援者等からの相談などにより必要に応じて、サービス利用にかかる調整を行います。 

５．給付管理 

（１）介護予防サービス等利用実績の報告

  委託事業者は、サービス事業者に対して、介護予防サービス計画に沿って個別サービス 

計画が作成されるよう必要な援助を行うとともに、少なくとも月に 1回サービス事業者 

からサービスの実施状況等に関する報告を受け、計画作成利用一覧を包括支援センターへ提 

出します。 

（２）給付管理票の作成

  包括支援センターは、利用実績に基づきほのぼのシステムにて給付管理票を作成します。 

６．支援経過、モニタリング及び評価等 

（１）支援経過

  支援していく過程で、利用者や家族から得た情報、サービス担当者・主治医関係機関との専

門的な関わりを通じて把握したこと等を整理して、時系列に記載します。 

（２）モニタリング

  少なくとも月に 1回、モニタリングを実施し、結果を記録します。また、少なくとも 3月に

1回及びサービスの評価期間終了月は、利用者の居宅に訪問し、面接します。利用者の居宅を

訪問しない月は特段の事情がない限り、サービス事業所等を訪問しての面接や電話等により

利用者との連絡を取り、モニタリングを実施します。 

《モニタリングでの確認事項》 

①利用者の生活状況に変化はないか。

②介護予防ケアプランどおりに、利用者自身の行動やサービスの提供がなされているか。

③個々の提供サービス等の支援内容が、実施の結果、適切であるかどうか。
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④利用しているサービスに対して利用者は満足しているか。

⑤その他、介護予防ケアプランの変更を必要とする新しい課題が生じていないか。

※確認事項の結果については支援経過等に記載します。

（３）評価及び評価表の提出

 委託事業者は、サービス評価期間終了月、ケアプラン変更時、サービス終了時に目標の達成

状況の評価行います。 

  

（４）サービス利用票の交付

  委託事業者は、サービス利用票及びサービス利用票別表を作成し、利用者に確認を受け交付

します。 

第2章 介護予防サービス・支援計画の作成 

１．具体的な目標の設定 

 介護予防サービス・支援計画書（以下、「介護予防ケアプラン」という。）は、利用者および家

族と面接しながら、アセスメント領域ごとに課題を分析し、利用者および家族の意欲・意向を確

認しながら、具体的な目標や実際の支援計画を立てるものです。 

２．思考過程を表したもの 

 介護予防ケアプランは、いわば介護予防ケアマネジメントの思考過程を明らかにしたもので

あり、その手順は左から右へ進めるように構成されています。アセスメントは、利用者の全体像

から生活機能低下の原因・背景を分析し、その結果「総合的課題」を引き出すまでをいい、「課

題に対する目標と具体策の提案」や「具体策についての意向 本人・家族」欄は、専門家の提案

した目標と具体策に対する利用者の意向・意欲等の反応をみる段階であり、より利用者の意向を 

も勘案した介護予防ケアプランを作成するためのプロセスです。ケアプランは「目標」以降をい

います。 

目標の達成 サービスの終了
評価表、モニタリングを含む支援経過の提出 
チェックリストの入力（システム内可）

サービスの継続 新たな目標等を設定したケアプランの提出
（介護予防サービス・支援計画変更の手続き） 

目標の未達成 サービスの継続 目標の変更がある場合 

新たな目標等を設定したケアプランの提出 

（介護予防サービス・支援計画変更の手続き） 

現行プランを継続の場合 

介護予防サービス支援計画書の期間内であれ
ば、現行プランの継続が可能 

変更しない場合は、今後の方針に記載 
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３．解決すべき課題の明確化 

 課題の分析では、利用者の日常生活の状況をアセスメント領域ごとに分析します。領域ごとに

分析された課題について、その背景にある共通の課題を総合的な課題として統合し、根本的な解

決や強化すべき課題を引き出します。高齢者の抱える問題や課題は、身体、心理、社会・経済的

背景といった個人因子と環境因子が相互に絡み合っていることが多く、介護予防ケアプラン作

成者は介入すべき課題の探索を専門的な知識を用いて行う必要があります。 

４．利用者からの同意等 

また、アセスメントに基づき介護予防ケアプランを立てた上で、利用者からの同意や包括支援

センターの確認を得ることとなっています。

５．介護予防サービス・支援計画表の記入の仕方 

①「アセスメント領域と現在の状況」欄

アセスメント領域ごとに、日常生活の状況を記載する。

○ 各アセスメント領域において「現在、自分で（自力で）実施しているか否か」「家族な

どの介助を必要とする場合はどのように介助され実施しているのか」等について、その領

域全般について聴取する。アセスメントは、利用者が回答した基本チェックリストの状況、

事前に入手した認定調査情報や主治医意見書等の情報も加味して行う。 

○ 聴取するにあたっては利用者と家族の双方に聞き、実際の状況と発言していることの

違い、利用者と家族の認識の違いなどにも留意する。 

○ 利用者・家族からの情報だけでなく、計画作成者が観察した状況についても記載する。 

○ 複数の領域で重複する内容については、ひとつの領域に記載すればよい。

アセスメント領域でどのようなことを分析するかについては、以下を参考にし、出来ること

出来ないこと等を具体的に記載する。

  運動・移動について 

自ら行きたい場所へ様々な手段を活用して、移動できるかどうか。乗り物を操作する、歩

く、走る、昇降する、様々な交通を用いることによる移動を行えるかどうか。 

  〈確認する項目例〉 

□自ら行きたい場所に移動できているかの状況

□杖や福祉用具、手段の状況

□自宅や屋外での歩行の状況

□交通機関を使っての移動状況

  （記載例） 

 転倒後は、一人で外出することはなくなり、外出するときは家族に車で連れて行っても

らっている。室内は手すりを持ち、歩行している。 
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  日常生活（家庭生活）について 

家事（買い物・調理・掃除・洗濯・ごみ捨て等）や住居・経済の管理、花木やペットの世

話などを行っているか。 

  〈確認する項目例〉 

□日常的に必要な品物の買い物の状況

□自分で選んで買っているかの状況

□献立を考え、調理することについての状況

□家事（家の掃除、洗濯、ごみ捨て、植物の水やり等）についての状況

□預貯金の出し入れを行うことについての状況

（記載例） 

 膝が痛くなるまでは、近くの商店街に毎日買い物に出かけ、家族の食事を作っていた。 

現在は家事全般を家族に行ってもらっている。昼食は家族が作ったものを温めて食べ

ている。 

  社会参加、対人関係・コミュニケーションについて 

状況に見合った適切な方法で、人々と交流しているか。また、家族、近隣の人との人間関 

係が保たれているか。仕事やボランティア活動、老人クラブや町内会行事への参加状況や、 

家族内や近隣における役割の有無などの内容や程度はどうか。 

〈確認する項目例〉 

□家族や友人との関係、交流についての状況

□友人を招いたり、友人の家を訪問することについての状況

□家族、友人などと会話や電話での意思疎通についての状況

□認知機能（見当識等）についての状況

□地域での役割（老人クラブや町内会）についての状況

□趣味や楽しみがあり、続けることについての状況

□緊急時の対応ついての状況

（記載例） 

電話では友人とやりとりをしている。 

商店街の顔なじみの人たちとの交流がなくなった。 

  健康管理について 

清潔・整容・口腔ケアや、服薬、定期受診が行えているかどうか。また、飲酒や喫煙のコ 

ントロール、食事や運動、休養などの健康管理の観点から必要と思われた場合、この領域

でアセスメントする。特に、高齢者の体調に影響する、食事、水分補給、排泄の状況につ

いては、回数や量などを具体的に確認する必要がある。 

  〈確認する項目〉 
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□排泄についての状況

□定期的に入浴、またはシャワーで体を洗うことについての状況

□肌や顔、歯、爪などの手入れについての状況

□健康への配慮（食事・運動・睡眠）についての状況

□服薬管理、定期受診、飲酒や喫煙、健康の自己管理についての状況

（記載例） 

 家族に付き添ってもらって整形外科に月２回受診している。 

 身の回りのことは自分で出来ている。 

 入浴は家族のいる時間にできる。 

②「基本チェックリスト結果記載」欄

  利用者自身に 25項目の基本チェックリストを主観的に回答してもらい、聴き取った内容な

ども踏まえて、アセスメント領域と現在状況に反映する。 

  当該項目数から、介護予防プログラム毎のチェックリストの項目数を分母にし、該当した項

目数を分子として、その数字を「3/5」のように枠内に記入する。 

※最新の基本チェックリストを反映するようにする。（複写時に要注意）

③「主治医意見書、検診結果、観察結果を踏まえた留意点」欄

「主治医意見書」や主治医連絡等により得られた情報を参考に、健康状態について、介護予

防ケアプランを立てる上で留意すべき事項を記載する。具体的には、「狭心症の既往があり、

胸痛時に薬を内服することになっている」「血圧が高めなので運動系のサービス前後は血圧

測定が必要」などと記載する。単に主治医意見書の疾患等をそのまま転記するものではない。

ここに示された内容を踏まえ、アセスメントをすすめていく。 

④「本人・家族の意欲・意向」欄

各アセスメント領域において確認した内容について、利用者・家族の認識とそれについての

意向について記載する。例えば、機能低下を自覚しているかどうか、困っているかどうか、

それについてどのように考えているか等。具体的には、「○○できるようになりたい」「手伝

ってもらえば○○したい」と記載し、否定的ないし消極的な意向であった場合は、その意向

に対し、ただちに介護予防ケアプランを立てるのではなく、その意向がなぜ消極的なのか、

否定的なのかという理由を明らかにすることが介護予防ケアマネジメントでは大切である。 

これは、具体策を検討する際に参考情報となる。

（記載例）

本人：〈主治医の〉先生に「転ばないように気をつけるように」と言われている。一度庭

で転んでから外に一人で出るのが怖い。今より悪くならないように気をつけたい。 

嫁 ：外出しなくなってから、元気が無くなったように思う。昔のように商店街の人とも

交流できたら元気になるのではないか。 
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⑤「領域における課題（背景・原因）」欄

「アセスメント領域と現在の状況」において生活上の問題となっていることを及びその背景・ 

原因を「本人・家族の意欲・意向」に記載した内容や、実際の面談の様子、利用者基本情報、 

主治医意見書の情報をもとに健康状態、心理・価値観、物的環境・人的環境、経済的状況等の

観点から整理し、分析する。その際、基本チェックリストのチェック結果についても考慮する。

課題については直接的な背景・原因だけではなく、間接的な背景・原因を分析することが必要

であり、さらに現在課題となっていることあるいはその状態でいると将来どのようなことが

おこるかなどの課題を予測して記載する。結果として、その領域に課題があると考えた場合に

「□有」に印を付ける。利用者が課題を理解し、主体的な取り組みが出来るよう、利用者にわ

かりやすいような表現を使うことが望ましい。

（記載例） 

膝の痛みや転倒への不安から外出の機会が減り、足の筋力が低下している。この状態が 

続けば、さらに筋力が低下し転倒する可能性が高くなる。 

⑥「総合的課題」欄

前項目で分析した各「領域における課題（背景・原因）」から、利用者の生活全体の課題を捜

すため、各領域における課題共通の背景等を見つけ出す。複数の領域それぞれに課題があった

としても、その課題の原因や背景などが同一の場合、統合して記述する。ここには、支援を必

要とすることを明確にするために課題だけを記載し、意向や目標、具体策などは記載しない。 

ここであげる総合的課題に対して、これ以降の介護予防ケアマネジメントのプロセスを展開

するため、優先度の高い順に１から番号を付けておく。

  ただし、意欲の低い利用者の場合、簡単な課題を持って進む方が介護予防の効果がでると判

断するケースでは、達成可能な課題順でも良い。また、介護予防の観点から解決できそうにな

い課題（坂の上に住宅があり、買い物が困難、疾病・障害によりできないことが明確である等）

があがった場合には、半年間くらいで解決できそうな生活課題に着目し、目標や具体的な支援

につなげていく。 

（記載例） 

  膝の痛みや転倒への不安から外出の機会が減り、友人との交流の機会が少なくなっている。

このままの状態が続けば、足の筋力が低下し、閉じこもりになる可能性がある。 

⑦「課題に対する目標と具体策の提案」欄

「総合的課題」に対して、目標と具体策を記載する。この目標は、利用者や家族に対して専門

的観点から示す提案である。このため、目標は漠然としたものではなく、評価可能で具体的な

ものとする。

 具体策についても、生活機能の低下の原因となっていることの解決につながる対策だけで 

なく、生活機能の低下を補うための他の機能の強化や向上につながる対策等、様々な角度から 

具体策を考える。 

具体的な支援やサービスは、介護保険サービスだけではなく、生活機能の低下を予防するた 
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めの利用者自身のセルフケアや家族の支援、地域のインフォーマルサービスなどの活用につ 

いても記載する。 

 今後、次の項目である「具体策についての意向 本人・家族」欄で同意が得られた場合は、 

ここで提案した目標と具体策が介護予防ケアプランの目標と支援内容につながっていく。 

介護予防ケアプラン作成者はアセスメントに基づき、専門的観点から利用者にとってもっ 

とも適切と考えられる目標とその達成のための具体的な方策について提案することが重要で 

ある。 

（記載例） 

目 標：週１回家族が休日のときには、一緒に近所の商店街に歩いて買い物にいく。 

具体策：膝の痛みについて主治医と相談する。 

  自宅でもできる運動を毎日１０分間行う。 

  座って出来る調理（野菜の下準備等）を行う。 

⑧「具体策についての意向 本人・家族」欄

 介護予防ケアプラン作成者が提案した「課題に対する目標と具体策」について、利用者や家

族の意向を確認して記載する。ここで、提案した内容と利用者の意向の相違点が確認できる。

ここでの情報は、最終的な目標設定を合意する上での足がかりとなる。 

 合意が得られた場合は、「○○することは必要だと思う」「○○を行いたい」等と記載する。

合意が得られなかった場合には、その理由や根拠等について、利用者や家族の考えを記載する。

例えば、取り組むのが困難であったり、継続することが難しいなど、その理由や根拠が次の項

目の「目標」欄の根拠となってくる。 

⑨「目標とする生活」欄

  利用者が今後どのような生活を送りたいか、利用者自身の意思・意欲を尊重し、望む日常生

活のイメージを具体的にすることで、利用者が介護予防に主体的に取り組む動機付けとなる。 

この望む日常生活のイメージが具体的に表せない場合には、利用者基本情報の「趣味・楽しみ・

特技」欄の利用者が得意だと思っていること、楽しいと思っていることなどを参考に、利用者

が具体的なイメージを持てるよう支援することも必要である。 

  また、生活に対する意欲が著しく低下している利用者の場合には、必要に応じて、専門的な 

観点から利用者の生活機能の改善の可能性を判断し、具体的な案を提示する。利用者の意欲を

引き出すような働きかけや介護予防ケアプラン作成者と目指していく生活のイメージを共有

することが重要である。 

  具体的にはどのような生活を送りたいかは、１日単位でも、１年単位でも、よりイメージし

やすい「目標とする生活」を記述する。漠然としていて、イメージできない場合は、毎日の生

活の中でどのようなことが変化すればよいのか、イメージしやすい日常生活のレベルでとも

に考える。決して両方記載しなければならないものではなく、また、両者の目標に関係がなけ

ればならないものではない。 

  この項目は、話のきっかけとしてはじめに聞いたり、ある程度話がすすんだところで聞く、 
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または、一度聞いた後にもう一度聞くなどして、より利用者の日常生活のイメージを具体的に

できるように、介護予防ケアプラン作成者が面談を構成しやすいような順番や方法で聞くも

のである。大切なことは、利用者が今後どのような生活を送りたいかということを具体的にイ

メージでき、利用者が介護予防へ主体的に取り組む動機付けとなることである。

一日 

  ここで大きな目標にたどり着くための段階的な目標である場合や、健康管理能力や機能の

向上・生活行為の拡大・環境改善など、様々な目標が設定される場合もありえる。また、利用

者が達成感・自己効力間が得られるような内容が含まれる。 

（記載例） 

  毎日玄関まで新聞を取りに行く。 

１年 

  利用者とともに、生きがいや楽しみを話し合い、今後の生活で達成したい目標を設定する。

あくまでも、介護予防支援や利用者の取り組みによって達成可能な具体的な目標とする。介護

予防プラン作成者は利用者の現在の状況と今後の改善の可能性の分析を行い、利用者の活動

等が拡大した状態を想像してもらいながら、その人らしい自己実現を引き出すようにする。 

（記載例） 

  孫の結婚式に出席する。 

  近所の商店街まで一人で買い物に行くことができるようになる。 

⑩「目標」欄

 利用者や家族の意向を踏まえ、介護予防ケアプラン作成者と利用者・家族の三者が合意した

目標を記載する。当初から「課題に対する目標と具体策」について合意を得られていた場合に

は、「目標」をそのまま転記する。 

  後に行う評価では、この目標について達成/未達成を確認するため、客観的に達成状況が判

断できるように具体的に記載する。 

「目標とする生活」へ出来るだけ近づくように、利用者や家族と話し合いながら目標や具体策

について合意していくことは、介護予防に対する利用者の意欲を形成する重要なプロセスで 

ある。介護予防ケアプラン作成者の提案が押し付けにならないように留意し、利用者の意欲

や家族の支援を引き出すよう支援する。 

  目標は利用者が一定の期間に達成可能でありうることや、利用者の価値観や好みを十分に

考慮することが重要である。初めから難しい目標を設定するのではなく、達成可能な目標から

たてるなどの工夫も必要である。 

（記載例） 

  週１回家族が休日のときには、一緒に近所の商店街に歩いて買い物に行く。 

⑪「目標についての支援のポイント」欄

  全項目の目標に対して、計画作成者が具体的な支援を考える上での留意点を記入します。こ

12



こには、目標達成するための支援のポイントとして、家族を含む支援者共通の安全管理上のポ

イント等を記載します。

（記載例） 

  膝の痛みもあり、つまづきやすいため転倒がないよう注意して見守る。 

  転倒への不安が大きいので、自信をつけるよう足の運動を続け徐々に活動の範囲を広げて

いけるよう、声掛けを行う。 

⑫「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス（民間サービス）」欄

  本人自ら取り組むことや、家族が支援すること、地域のボランティアや近隣住民の協力など 

もインフォーマルサービスとして記載する。誰が、何をするのか具体的に記載する。 

⑬「介護保険サービスまたは地域支援事業（総合事業のサービス）」欄

  予防給付、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業等を含めた地域支援事業の 

サービス内容を記載し、どのサービス・事業を利用するか、わかるように○印で囲む。

具体的なサービス内容について、利用者・家族と合意し、目標を達成するために最適と思わ

れる内容については本来の支援として、そのまま記載する。 

しかし、サービス内容について、利用者・家族と合意できない場合や地域に適当なサービスが 

ない場合は、利用者・家族が合意した内容や適切なサービスの代わりに行う地域の代替サーﾋﾞ 

スを当面の支援として（ ）書きで、サービス内容を記載する。本来の支援のもとに当面の支

援を記載することが大切です。 

⑭「サービス種別」欄

⑫「本当のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス（民間サービス）」欄、

⑬「介護保険サービスまたは地域支援事業（総合事業のサービス）」欄の支援内容に適したサ

ービス種別を具体的に記載する。その際、支給区分、通所系サービスの加算についても必ず記 

載する。ただし事業所の体制にかかる加算については、記載する必要はない。 

（記載例） 

  通所型サービス・介護予防通所リハビリテーション 加算類 

  訪問型サービス、ふれあいサロン、配食サービス等 

⑮「事業所等」欄

  具体的な「サービス種別」および当該サービス提供を行う「事業所名（利用先）」を記載す

る。また、地域、介護保険制度以外の公的サービスが担う部分についても明記する。 

⑯「期間」欄

「支援計画」に掲げた支援をどの程度の「期間」にわたり実施するのかを記載する（○年〇

月○日）～（○年○月○日）など
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  なお、「期間」の設定においては、要支援者の場合は「認定の有効期間」を考慮するものと 

する。 

  また、「支援計画」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定期間内での回数、実施曜日

等）」で実施するか提案があれば記載する。 

⑰「総合的な方針（生活不活発病の改善・予防のポイント）」欄

記載された⑨「目標とする生活」や⑩「目標」について、利用者や家族、介護予防ケアプラ

ン作成者、各サービス担当者が生活不活発病の改善・予防に向けて取り組む共通の方向性や特

別に留意する点、チーム全体で留意する点などを記載する。 

⑱「【本来行うことが妥当な支援が実施できない場合】妥当な支援に向けた方針」欄

  本来の支援は出来ない場合で、 

ⅰ）利用者や家族の合意がとれない場合は、本来の支援をできるように働きかける具体的な手

順や方針を書く等、その内容の実現にむけた方向性を記載する。 

ⅱ）本来必要な社会資源が地域にない場合には、地域における新たな活動の創設などの必要性

を記載する。 

（記載例） 

  ・ふれあいサロンなど近所の人たちと集まるところが近くにないために、外出の機会がもて

ない。地域の役員と協力して地域資源の構築につなげることが必要。 

・人との交流があまり好きでないので、デイケアには行きたくないと本人の意向がある。ま

ずはご本人に生活中で運動を実施してもらうが、機能低下がみられる場合には通所系サ

ービスを取り入れてみる。

⑲「地域包括支援センターの意見・確認印」欄

  介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの最終的な責任主体である包括支援セン 

ターは、介護予防サービス計画等が適切に作成されているかを確認する必要がある。

委託された居宅介護支援事業所は、介護予防サービス計画所原案等を作成し、包括支援セン 

ターに介護予防サービス計画書について確認を受ける必要がある。この確認を受けた後に、利

用者に最終的な介護予防サービス計画書原案の説明を行い、同意を得ることとなる。 

 包括支援センターの担当者は、確認を行った際、本人欄にその氏名と確認日を記載する。 

印鑑は省略可とし、意見欄は必要な場合のみ記載する。 

⑳「計画に関する同意」欄

  介護予防サービス計画原案等の内容を利用者・家族に説明を行ったうえで、利用者本人 

の同意が得られた場合、利用者に氏名を記入してもらう。この場合、利用者名を記入した原本 

は包括支援センターに提出し、コピーを委託事業所にて保管する。 
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介護予防サービス・支援計画書      初回・紹介・継続   認定済・申請中  要支援１・要支援２  事業対象者 

№ 利用者名  認定年月日 認定の有効期間  ～  

計画作成者氏名    計画作成事業者・事業者名及び所在地 

計画作成(変更)日    年   月   日（初回作成日   年   月   日 ） 担当地域包括支援センター

目標とする生活 1 日 1 年 

アセスメント領域と

現在の状況 

本人・家族の 

意欲・意向 

領域における課題 

（背景・原因）

総合的課題 課題に対する目標 

と具体策の提案 

具体策についての意向 

本人・家族

運動・移動について □有  □無    

 

 

日常生活(家庭生活)について □有  □無 

 

 

 

社会参加、対人関係・コミュニケーションについて  □有  □無 
 

 

 

 

健康管理について □有  □無 

 

 

 

主治医意見書、健診結果、観察結果を踏まえた留意点    基本チェックリストの（該当した項目数）/（質問項目数）を記入して下さい 

 地域支援事業の場合には必要な事業プログラムの枠内の数字に〇印を付ける 

 運動 

不足 

栄養 

改善 

口腔内 

ケア

閉じこも

り予防 

物忘れ予

防 
うつ予防 

① 

②
③

④  ⑤ ⑥ ⑦  ⑧  

⑨  

・自ら行きたい場所に移動できているか 
・杖や福祉用具、手段

・自宅や野外での歩行

・交通機関を使っての移動状況

・日常生活に必要な品物の買い物状況

・自分で選択して買い物を行っているか

・献立・調理の状況

・家事（家の掃除、洗濯、ごみ捨て等）についての状況

・貯金の出し入れの状況

・家族や友人との関係、交流の状況

・友人を招いたり友人宅を訪問する状況

・家族・友人などとの会話や電話での意思疎通

・認知機能（見当識等）

・地域での役割（老人クラブや町内会）

・趣味や楽しみの状況

・緊急時の対応状況

・排泄の状況・入浴やシャワーの状況

・肌、顔、歯、爪などの手入れ

・健康への配慮(食事・運動)
・睡眠に気をつけている状況

・服薬管理、定期受診、飲酒や禁煙、健康への自己管理

現在の状況を事実のみ記載
・状態の客観的事実を 4領域に分け

て書く
・主観的な判断や思いは書かない
・しているか、していないかを記載

・誰が手伝っているかを記載

・現在の状況を「本

人・家族」はどうと

らえているか。

・なぜできないと思

っているか

・どうしたいと思っ

ているか

・どうなったらいい

と思っているか

・○○出来るように

なりたい

手伝ってもらえれば

○○したい

原因や背景と考えた根

拠を記載する。

・【現在の状態】を招いて

いる原因や背景は？

・「アセスメント領域と現

在の状況」「本人・家族

の意欲・意向」を把握

しつつ課題を探る

・何が原因で、現在の状

況になっているのか、

その人なりの理由(個別

性)を記載する。 

・現在課題となっている

ことやその状態でいる

と将来どのようなこと

がおこるかなど課題を

予測して記載する。

・基本チェックリストの

結果についても考慮す

る。

・上記の結果としてその

領域に課題があると考

えた場合は「有」に印

をする。

領域ごとになっているもの
を再統合

・利用者にとって優先順位の

高い順に１から番号をつけ

記載する。

・各課題に共通の背景や原因

がないか分析する（同一の

場合は統合）

・「このままだと悪化する危

険性がある」「これは、改

善する可能性がある」など

「悪化の危険性」や「改善

の可能性」を予測して記載

することで支援の方法が見

えてくる。

課題だけを記載し、意向や目

標・具体策は書かない

・総合的課題から、本人がめ

ざす生活目標を言語化

・目標達成するための具体策

（介護保険・介護保険外を

提案）

単にサービス名を記載する

のではない。

セルフケア・家族や友人な

どのインフォーマル支援、

具体的なサービス内容を記

載する。

具体的には「○○○を行う」

「○○○をする」などと記

載する。

この目標は、利用者や家族に

対して、専門家としてこれま
での情報を分析した結果か
ら目標を設定し、その目標に

向けた具体的な手段を根拠
に基づいて提案する。

 

提案した目標・具体策の提
案について、本人や家族の
意向を確認し記載する。

・本人・家族がどう考えてい

るか聴き取り、すり合わせ

をおこなう。

主治医意見書などから特に注意すべき事項を記載する。

副作用を注意すべき薬や急変の可能性のある病状・禁忌事項などを記載する。
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 介護予防サービス・支援計画書 被保険者番号      利用者名   様   生年月日     年   月   日 

目  標 

支  援  計  画 

目標についての支援の

ポイント 

本人等のセルフケアや家族の支

援、インフォーマルサービス 

介護保険サービス  

または地域支援事業 

サービス種別 事業所 期間 

 (  )  

 

 

     

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 【総合的な援助方針】   【本来行うべき支援が実施できない場合】 

(生活不活発病の改善・予防のポイント) 地域包括支援センター (妥当な支援の実施に向けた方針) 

【計画に関する同意】

【意見】 

介護予防サービス・支援計画書について同意いたします。 

平成   年   月   日  氏名     

【確認印】 

⑩
⑪ ⑫ ⑬ ⑭  

⑮

  

⑯

⑰ ⑱

⑲

⑳

提案した目標・具体策の提案が、本

人・家族に受け入れられた場合は提
案どおりでよい。

目標を設定するときに注意したいこと 

・専門家と利用者・家族の合意が前提

・ケアスタッフ側の目標を入れない

（例：異常の早期発見等）

・利用者の親しめる理解しやすい表現

（具体的に数値化してみる）

・利用者が一定期間(6 ヶ月間)で達成

可能な内容を設定する

支援者側が支援実施における安
全管理上のポイントや、目標に

対して、具体的な支援を行う上
で支援者側の留意点を記載する

・利用者や家族を含むチームの

連携方法を記載

 
・リスク管理について記載

・～をできるよう、～を支援す

る。

・～に注意して声掛け、配慮を

する。

 

サービス内容は記載しない

本人自ら取り組むこと、家族が支援
すること、地域のボランティアや近

隣住民の協力などを具体的に記載
する

・誰が何をするか具体的に記載

・適切な介護予防の視点による

サービスの導入

・民生委員

・地域住民（声掛けや地区コミ

からの支援等）

・〇〇教室

・自費サービス

予防給付、地域支援事業の具

体的なサービス内容を記載

・かかりつけ医

・配食サービス

・緊急通報

・ミニデイ

・サロン

・福祉利用支援事業

目標達成のために適切なサー
ビスを提供する
（目標思考型のサービス提供） 

サービス種別を具体的に
記載

サービス種別

・加算

（運動器・口腔・栄養）等

・利用回数

（週 1 回・2 回）

・貸与・購入（品目）

・住宅改修（場所）

サービス提供を行

う、事業所名機関
名を記載する。

支援内容を提
供する期間を

記載する。

・利用者や家族、ケアスタッフが生活不活発の改善、予防向け

て取り組む共通点を記載する。

・専門家の提案と本人・家族の意向とのすり合わせが難しい場合、専門家としてど

のような支援方針を考えるのか記載

※地域における資源不足により、本人の支援ができない場合、地域における新たな

活動の創設などの必要性を記載
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第３章 介護予防支援経過記録 

１．介護予防支援経過記録は、介護予防サービス計画作成者が専門職として残す記録です。公

的な記録となりますので責任をもち、担当者が変更してもわかりやすいように記載しま

す。 

２．記録を残しておくことは、支援方針の連続性、一貫性を維持すること、適切な支援（妥当

性）が行われていたかどうかの検証につながります。 

３．実際には、支援していく過程で、利用者や家族から得た情報、サービス担当者・主治医等

医療機関との専門的な関わりを通じて把握したことと等を整理して時系列に記載します。 

《支援経過記録を書くポイント》 

・５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ行ったのか）を分かる範囲で明確に記載します。

例えば、利用者とどこで面接したのかを明確に記載することで、利用者宅へ訪問しなければならな

い月を忘れることなどが防げます。同様に、「電話連絡」と記載する際も、利用者と連絡したのか、事

業者との連絡なのかを記載することで、その月にモニタリングを実施できたかどうかが明確になりま

す。モニタリングを行った際は、「モニタリング」と記載しておくとよいでしょう。支援を行う目的や、判

断した根拠なども記載します。 

・客観的に書くために、「見たこと」「聞いたこと」「自分が判断したこと」は区別して書きます。自分の価

値観や先入観を入れず、他者が見ても同じものをイメージできるように書くことが大切です。例え

ば、「部屋が散らかっている」などの主観的な表現を書くのではなく、何が、どのように置かれている

か、等の状況がわかるように記載します。 

・介護予防サービス計画作成者が判断した事項には、根拠も記載しておく必要があります。例えば「元

気そうだった」「特に変更なし」では、何を観察し、どのような状況だったのか分かりません。そのよう

に判断、認識した事実と根拠も記載します。 

・利用者や家族への説明や情報提供を行ったことに対して、十分な理解が得られない場合など、今後

の支援の方針などと合わせて記載しておきましょう。

・関係機関に働きかけ、情報が十分得られなかった場合も、その過程を記載します。

・支援した経過はすべて「支援経過記録」に書くことになっていますが（正式書類）、サービス担当者会

議の記録やサービス事業者からの情報提供（報告書や評価表）等に関し別紙を活用した場合は、支

援経過記録に「別紙参照」と書いておきましょう。時系列で支援が把握でき、記録が整理できます。 
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４．介護予防支援経過記録の記入の仕方 

①「年月日」「内容」の欄

 訪問、電話、サービス担当者会議等での連絡や相談、モニタリング、決定事項等があった

場合その日付と相談や会議内容、決定事項等の内容を記載する。 

サービス事業所から報告等が提出された場合は、ここに添付する。

＜重要＞ 

モニタリングの記載をする場合には、単にサービスが継続していることだけの確認ではな

く、介護予防ケアプラン作成者が専門的に観察したことや判断したこと、今後の支援の方針

や目標の達成状況なども確認し客観的に記載する。生活機能の状況や課題の変化に留意し、

介護予防ケアプランの修正が必要と考えられた場合や、介護予防ケアプランに反映していな

い特記事項（家族との関係、本人が知らない病名など）についても記録を残すことも重要で

ある。 

※サービス担当者会議を記載する

・出席者

・開催した目的

・検討した項目・内容

・今後の方針

・残された課題
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介護予防支援経過記録（サービス担当者会議の要点を含む） 

被保険者番号 利用者氏名  計画作成者氏名  

年 月 日 内 容 年 月 日 内 容 

＊ 1  介護予防支援経過は、具体的には、時系列に出来事、訪問の際の観察（生活の活発さの変化を含む）、サービス担当者会議の内容、利用者・家族の

考えなどを記入し、介護予防支援や各種サービスが適切に行われているかを判断し、必要な場合には方針変更を行うためのサービス担当者会議の開催、

サービス事業者や家族との調整などを記入する。

2 サービス担当者会議を開催した場合には、会議出席者（所属（職種）氏名）、検討した内容等を記入する。 

①

・モニタリング

・サービス担当者会議

・家族・関係機関との連絡などを記載
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第４章 介護予防サービス・支援計画の評価表 

１．評価の目的 

 評価を行う目的は、介護予防ケアプランで設定された目標が達成されたか、支援が適切 

であったかどうかをチェックするとともに、必要に応じて今後の介護予防ケアプランを見直

すことにより、次の段階につなげていくことにあります。 

２．評価の時期 

・介護予防ケアプランに位置付けた「期間」が終了する前

・利用者の状態が変化し、介護予防ケアプランの見直しが必要となった時

等です。

サービスを今後も継続していくのか、サービスの提供に効果があったのかどうか見直しを

行い、次の支援の方針を立てるために必要ですので、たとえ短い期間であっても評価が必

要です。 

・おおむね 6ヶ月に 1回は評価を行います。

３．包括支援センターの責任 

今後の支援の方針などに対して責任を持って最終的に決定するのは包括支援センターで

す。指定居宅介護支援事業所が一部委託を受けた場合には、包括支援センターと利用者の

状況や事業者からの報告をもとに話し合いを行い、方針の統一を図ります。 

４．介護予防サービス・支援評価表の記入の仕方 

①「目標」欄

評価の対象となる「介護予防サービス・支援計画表」の目的と一致させる。

②「評価期間」欄

「介護予防サービス・支援計画表」の目標設定期間と一致させる。

③「目標達成状況」欄

評価期間内に目標がどの程度達成できているのか、具体的に記載する。

（記載例） 

  商店街に毎週１回は行けなかったが、商店街の人たちとの交流が楽しみになり、一人でも 

行けるようになりたいとデイケアでの運動に対する意欲が向上してきている。転倒はなか

った。 

④「目標 達成/未達成」欄

目標を達成した場合には「達成」、未達成の場合に「未達成」に印を付ける。
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⑤「目標を達成しない原因（本人・家族の意見）」欄

何故、目標が達成されなかったのか、目標の設定の妥当性も含め利用者・家族の認識を

確認し、原因を記載する。 

（記載例） 

  本人：初めの頃は毎週出かけるようにしていたが、風邪を引いたので人の多いところはあ

まり行かないほうが良いかと思って出かけなかった。家で行う運動も忘れてしまう

日もあった。 

  家族：商店街の人と会った時はとても楽しそうな顔をしているので、連れて行きたいと思

ってはいるが、本人が行きたくないといったときは無理に誘わないようにしてい

た。 

⑥「目標を達成しない原因（計画作成者の評価）」欄

何故、目標が達成されなかったのか、利用者・家族の意見を含め、介護予防ケアプラン 

作成者として評価を記載する。 

（記載例） 

  風邪をひいたことをきっかけに、毎週出かけていたリズムが崩れたとともに、また風邪を

ひくかもしれないという不安で外出を控えていたと思われる。また、支援者側の声掛けが

出来ていなかった。 

⑦「今後の方針」欄

目標達成状況や目標達成しない原因から、今後の方針について、専門的な観点を踏まえ

て記載する。 

（記載例） 

  体調を整えることは重要だが、外出することで運動の機会となり、膝の痛みの軽減や下肢

の筋力向上につながることを家族にも再認識していただき、商店街には定期的に出かける

ようにしていただく。毎週というのが負担になっていた部分もあるので、頻度を減らした

目標を設定していく。また、支援者からの声掛けを積極的に行う。 

⑧「総合的な方針」欄

目標に限らず、利用者の生活全体に対する今後の支援の総合的な方向性について、専門

的な観点から方針を記載する。 

（記載例） 

  感染予防を行ってもらいながら、今後の活動範囲を拡大していけるよう支援していく。 
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⑨「地域包括支援センター意見」欄

指定居宅介護支援事業所へ一部委託している場合に、介護予防ケアプラン作成者に対

し、包括支援センターの担当職員が特記する事項がある場合は記載する。 

⑩「プラン継続・変更・終了」欄

今後の方針が決定したら、介護予防ケアプラン作成者が、「プラン継続/プラン変更/ 

終了」に■を付ける。

サービスに変更がなくても、基本的には、新たな目標が設定されるため、「プラン変更」

に印を付ける。 

  「プラン継続」に関しては、例えば、介護予防ケアプラン期間中に一時的な入院等があ 

り、サービス利用が出来なかったが退院後、本人の状況や意向の変化が無く、改めて同じ 

介護予防ケアプランの目標、内容を実施する場合や、あと少しで目標が達成しそうな段階

で、利用者がそのままの目標を希望した場合などである。 

  「プラン終了」に関しては、サービスが不要になり、次の介護予防ケアプランを作成する

必要が無い場合に印をつける。 

※介護予防ケアプラン作成者が、一部委託を受けている指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員の場合、包括支援センターの意見を踏まえて判断する。 
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介護予防支援・サービス評価表   評価日 

被保険者番号 利用者氏名 殿   計画作成者氏名 

目 標 評価期間 目標達成状況 目標

達成/未達成 

目標を達成しない原因 

（本人・家族の意見） 

目標を達成しない原因

（計画作成者の評価） 

今後の方針 

総合的な方針 地域包括支援センター意見 

□ プラン継続

□ プラン変更

□ 終了

□ 

□ 

□ 介護給付

□ 予防給付

□ 総合事業

□ 介護予防一般高齢者施策

□ 終了

①

当該介護予防サ

ービス・支援計画

表の目標と一致

させる。

②

当該介護

予防サー

ビス・支

援計画表

の期間と

一致させ

る。

⑤

評価期間内に目

標がどの程度達

成でき てい る

か、具体的に記

載する。

・目標を達

成した場合

には○印

・未達成の

場合には×

印をつける

何故、目標が達成され

なかったのか、目標の

設定の妥当性を含め

利用者・家族の認識を

確認し、原因を記載す

る。

何故、目標が達成さ

れなかったのか、利

用者・家族の意見を

含め、介護予防ケア

プラン作成者として

の評価を記載する。

目標達成状況や目標達成しな

い原因から、今後の方針につい

て、専門的な観点を踏まえて記

載する。

今後の支援の総合的な方針について、専

門的な観点から方針を記載する。

④ 

⑧

⑥

⑦
③ 

⑨

⑩ ⑪

指定居宅介護支援事業所に一部委託した

場合に、介護予防ケアプラン作成者に対し

て、包括支援センター担当者がコメントが

あれば記載する。

・基本的には「プラン変更」になる。

・今後の方針として、介護予防ケアプラン

作成者が該当するものに■印をつける。

・介護予防ケアプラン作成者が、一部委託

を受けている指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員の場合、包括支援セン

ターの意見を踏まえて判断する。

・今後の方針として、介護予防ケア

プラン作成者が該当するものに■
印をつける。

・介護予防ケアプラン作成者が、一

部委託を受けている指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員の場

合、包括支援センターの意見を踏

まえて判断する。
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第５章 介護予防サービス・支援計画の変更 

「介護予防サービス・支援計画」を変更する場合は、原則として基準第 30条第 3号（継続的か 

つ計画的な指定介護予防サービス等の利用）から第 11号(介護予防サービス計画の交付)までに 

規定された介護予防サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要です。 

介護予防サービス計画原案作成後、委託事業者は、包括支援センターに各種書類を提出しま

す。 

【提出書類】 

①基本チェックリスト・アセスメント票 （システム入力で可）

②介護予防サービス・支援計画表

③介護予防支援経過（サービス担当者会議等の記載）（システム入力で可・履歴追加を行う）

④サービス利用票

⑤サービス利用票別表

⑥評価表（システム入力で可）

軽微な変更について 

 基準（解釈通知）に「利用者の希望による軽微な変更（例えばサービス提供日時の変更等

で、担当職員が基準第 30条 3号から第 12号に掲げる一連の業務を行う必要がないと判断した

もの）を行う場合は、この必要は無いものとする。」とあり、これに該当する場合は、介護予防

サービス計画作成に当たっての一連の業務を省略することができます。変更箇所のある帳票を

差し替えて要支援者等に説明、交付し、包括支援センターに提出します。 

（１） 軽微な変更の判断基準

 居宅サービスの場合は、「平成 22年 7月 30日付け老介発 0730第 1号厚生労働省老人局介護

保険計画課長ほか連名の通知」（介護保険最新情報 vol.155）により厚生労働省が事例を示して

いますが、介護予防サービスの場合これがありません。 

 このため「利用者の課題・目標・サービス内容に変更がないこと」を基準として軽微な変更

に該当するかを判断していきます。 

（２） 具体的事例

事例 内容 包括支援センターへの手続き 

サービス提供の曜日の変更 利用者の課題・目標・サービス内容に変更

がなく、一時的なサービス提供曜日の変更 

不要 

サービス提供の回数変更 利用者の課題・目標・サービス内容に変更

がなく、一時的なサービス提供回数の変更 

不要 
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利用者の住所変更 アセスメントした上で、住環境、家族構成

等が変わらず、生活に影響が生じないもの 

住所変更の連絡 

事業所の変更 ⅰ）単に事業所の名称の変更 

ⅱ）利用者の課題・目標・サービス内容に

変更がなく、事業所のみの変更 

不要 

目標期間の延長 評価後の介護予防サービス計画の見直しに

おいて、利用者の課題・目標・サービス内

容に変更がなく、介護予防サービス計画を

継続するもの 

※区分変変更・更新の場合を除く

不要 

福祉用具での同等の用具へ

の変更 

福祉用具の同一種目における、機能の変化

を伴わない、単位数のみ異なる用具の変更 

利用票・利用票別表の提出 

担当介護支援専門員の変更 委託事業所内での変更であって、新しい担

当者がアセスメントした上で、介護予防サ

ービス計画を継続すべきと判断したもの 

変更の連絡 

※この事例は、国通知（居宅サービス）をもとに作成しましたが、国通知により『これはあく

までも例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が基準第 30条第 3号

から第 12号までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判

断すべきものである。』とあるため、軽微な変更に該当すると考えた場合は、包括支援センター

へ相談してください。 

第 6章 暫定ケアプラン 

 要介護（要支援）認定申請後、認定結果が判明するまでにサービス利用を受ける場合は、い

わゆる暫定ケアプランが必要です。 

１．事務の流れ 

（１） 利用者や委託事業者からの相談により、要支援と判断される可能性のある方について、

委託事業者に委託依頼を行います。 

（２） 委託事業者は、一連の介護予防サービス計画作成の業務を行い、暫定ケアプラン原案

を作成し、包括支援センターへ連絡します。 

（３） 包括支援センターが暫定ケアプラン原案を確認した後、利用者から押印をもらい、暫定

ケアプラン（原本）を包括支援センターに提出します。

（４） 要支援の判定が出た場合、委託事業者は利用者との契約締結等を行い第 1章で示した

一連の事務の手続きを行います。

２．区分変更申請時の暫定ケアプランについて 

区分変更時においても、認定結果が判明するまでにサービス利用を受ける場合は暫定ケアプ

ランが必要です。
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暫定プラン（包括支援センター） 

 要介護（要支援）認定申請後、認定結果が判明するまでにサービス利用を受ける場合は、暫

定プランを作成します。 

１・新規申請の流れ 

（１） 要支援と判断される可能性のある方について、アセスメントを行い、介護予防サービ

ス・支援計画書暫定プラン原案を作成し一連の流れを実施。

介護給付になる可能性もある為、申請書を提出する時点で居宅介護支援事業所へ担当を打診し

連携を図る。 

（２） 包括支援センターは、暫定プラン原案を作成し担当者会議を実施。担当者会議には居

宅介護支援事業所の参加も求め連携を図る。 

（３） 要支援の判定が出た場合

・暫定ケアプラン作成時に一連の業務を行い，かつ暫定ケアプランから本ケアプランへの移行

に当たりサービスの内容の変更をしない場合、改めての一連の業務は不要。 

・暫定ケアプラン作成時に一連の業務を省略した場合、認定結果が出た後，速やかに一連の業

務を行う。 

（４）要介護の判定が出た場合

申請時から連携していた居宅介護支援事業所へ速やかに引き継ぐ

※一連の流れ

アセスメント→ケアプラン原案作成→サービス担当者会議（欠席者への照会含む）→ケアプラ

ンの説明及び同意→ケアプランの交付（利用者及び担当者））→サービス実行

→モニタリング

２・区分変更申請の流れ 

  区分変更時においても、認定結果が判定するまでにサービス利用を受ける場合は暫定プラ

ンを作成する。

  新規申請の流れ（１）～（４）の一連の流れを行う。 

３・事業対象者の新規申請の流れ 

（１） 要支援の判定が出た場合

新規申請の流れ（１）～（３）の一連の流れを行う 

（２） 要介護の判定が出た場合

認定申請日から介護給付のサービスを受けるまでの期間は事業対象者として取り扱い、すみや

かに居宅介護支援事業所へ引継ぎを行い介護給付へ移行する。 

・要介護者として取り扱う場合 は 、予防給付（現行相当含む）は介護給付として給付を受け

られますが 、総合事業サービス （サービスＡ）は全額自己負担となります。 
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・事業対象者として取り扱う場合 は、総合事業サービスは給付を受けられますが、予防給付は

全額自己負担となります 

第 7章 軽度者福祉用具貸与 

 要支援１・要支援２・要介護１（自動排泄処理装置[尿のみを自動的に吸引するものを除く]

については、要介護２・３が加わる）の軽度者については、福祉用具貸与の一部が対象外とな

っています。 

 ただし、軽度者の状態によっては例外的に貸与が認められています。 

１．貸与対象外の福祉用具 

福祉用具の種目 軽度者貸与対象 

１ 車椅子 × 

２ 車椅子付属品 × 

３ 特殊寝台 × 

４ 特殊寝台付属品 × 

５ 床ずれ防止用具 × 

６ 体位変換器 × 

７ 手すり ○ 

８ スロープ ○ 

９ 歩行器 ○ 

10 歩行補助つえ ○ 

11 認知症老人徘徊探知機 × 

12 移動用リフト（つり具の部分を除く） × 

13 自動排泄処理装置 × 

２．例外的貸与対象者 

 軽度者であっても、福祉用具の種目ごとに必要性を検討し、「第 95号告示第 25号のイ」で定

める状態像の者は例外的に貸与の対象者となります。その必要性については、要介護認定の認 

定調査票（基本調査）の直近の結果を用いて、客観的に判定することとされています。 

対象外種目 「第 95号告示第 25号のイ」で定める状態像

の者 

可否の判断基準 

ア．車椅子及び付属品

※(1)(2)のいずれかに該当 

(1)日常的に歩行が困難な者 基本調査 1-7「3.できない」 

(2)日常生活範囲における移動の支援が特に

必要と認められる者 

ケアマネジメントを通じ支援

事業者が判断 

イ．特殊寝台及び付属品

※(1)(2)のいずれかに該当 

(1)日常的に起き上がりが困難な者 基本調査 1-4「3.できない」 

(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査 1-3「3.できない」 
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ウ．床ずれ防止用具及び体

位変換器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査 1-3「3.できない」 

エ．認知症老人徘徊感知器

※(1)(2)のいずれにも該当 

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・

理解のいずれかに支障がある者 

次のいずれかに該当 

①基本調査 3-1｢1.調査対象者が

意思を他者に伝達できる｣以外 

②基本調査 3-2～3-7のいずれか

が｢2.できない｣ 

③基本調査 3-8～4-15のいずれ

かが｢1.ない｣以外 

④主治医意見書において認知症

の症状がある旨が記載されてい

る場合 

(2)移動において全介助を必要としない者 基本調査 2-2｢4.全介助｣以外 

オ．移動用リフト（つり具

の部分を除く） 

※(1)～(3)のいずれかに該

当 

(1)日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査 1-8｢3.できない｣ 

(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とす

る者 

基本調査 2-1｢3.一部介助｣又は

「4.全介助」 

(3)生活環境において段差の解消が必要と

認められる者 

※ただし、段差解消機のみ

ケアマネジメントを通じ支援事

業者が判断 

カ．自動排泄処理装置

※(1)(2)のいずれにも該当 

(1)排便が全介助を必要とする者 基本調査 2-6｢4.全介助｣ 

(2)移乗が全介助を必要とする者 基本調査 2-1｢4.全介助｣ 

 なお、認定調査の項目に該当するものがない「ア．車椅子及び付属品（２）日常生活範囲に

おける移動の支援が特に必要と認められる」と「オ．移動用リフト（つり具の部分を除く）の

うち段差解消機（３）生活環境において段差において段差の解消が必要と認められる」につい

ては、委託事業者が判断することとなります。具体的には、①主治医の情報を踏まえ、②福祉

用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議を開催する等、適切なケアマネジメントを通

じて必要性を判断することとされています。 

３．「例外的貸与対象者」のいずれにも該当しないが貸与が必要な場合 

 主治医の医学的所見と適切なマネジメントにより必要と判断されたことを市が確認すること

で福祉用具貸与の対象者となります。 

 なお、医学的所見は、「第 95号告示第 25号のイ」（「２．例外的貸与対象者」の表を参照）に

該当することの所見に限られます。 

４．事務の流れ 

（１） 要支援者の状態の確認
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■①認定調査票（基本調査）の該当箇所にチェックがある

→[介護保険による「軽度者に係る福祉用具貸与の利用」について]報告書を市へ提出 

②「車椅子及び付属品」について、日常生活範囲における移動支援が特に必要と判断

③「移動用リフトのうち段差解消機」について、生活環境において段差解消が必要と判断

[介護保険による「軽度者に係る福祉用具貸与の利用」について]報告書 

サービス担当者会議後の介護予防サービス計画書を添付

サービス担当者会議録を添付

 を市へ提出 

■認定調査票（基本調査）の該当箇所にチェックがない

[「例外的貸与対象者」のいずれも該当しないケース] 

→[介護保険による「軽度者に係る福祉用具貸与の利用」の承認について]の申請書 

サービス担当者会議後の介護予防サービス計画書を添付

サービス担当者会議録を添付

 主治医の意見書、診断書、主治医照会等を添付 

を市へ提出 

（２） 書類の提出時期

■[介護保険による「軽度者にかかる福祉用具貸与の利用」について]の報告書

→ サービス担当者会議等で必要性を判断してから 1ヶ月以内

■[介護保険による「軽度者にかかる福祉用具貸与の利用」の承認について]申請書

→ サービス担当者会議等で必要性を判断して貸与開始日以前に提出

※ 諸事情により貸与開始後に申請せざるを得ない場合

→ 遅延理由書を提出

第 8章 その他福祉サービスのケアプランの位置づけについて 

 次に掲げる福祉サービスについて介護予防ケアプランに位置付ける必要があります。 
１．高齢者福祉サービス 
（１） 緊急通報装置の設置
ひとり暮らし等で虚弱な高齢者に、急病などの場合にボタンを押すと受信センターと緊急
連絡がとれる通報装置を設置（貸与）します。
〇対象となる方 65 歳以上の虚弱なひとり暮らしの方

（２） 高齢者訪問給食サービス
65 歳以上の食事の確保が困難である高齢者世帯等に対して、食生活の改善と安否確認等を

行うものです。 
２．在宅介護予防サービス 
（１）介護予防住宅改修費支給
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  手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしてたとき、改修費用のうち一人最大２０
万円を限度としてその９～７割が支給されます。 

（３） 特定介護予防福祉用具販売
特定の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給され

ます。 
３．障害者福祉サービス 
 介護保険サービスが優先ですが、当該サービスにない障害者サービスを利用する場合は介護
予防ケアプランに位置付ける必要があります。 
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第 9章 Q＆Aについて 

項目

① モニタリング

② モニタリング

③ 事業対象者

④ ミニデイ

⑤ 利用票

⑥
通所利用日の
受診

質問内容 回答
プランを終了する。プランを終了したから契約終了になるのかは事業所の考え
に任せる。(高齢介護福祉課）

入院などで利用がないのであれば終了とする。継続の見通しがある場合は、毎
月の状況確認（モニタリング）を行い、支援経過を入力する。
・実施方法：モニタリングはサービス事業所からの報告・連絡、あるいは事業
への訪問、利用者からの意見聴取・訪問などの手法を通じて定期的に実施しま
す。サービス事業所や利用者との日常的な連絡調整を通じて信頼関係をつく
り、幅広く情報を収集できる環境を整えておくことが大切です。（運営マニュ
アルより）

有効期間について　総合事業は基本チェック聴取日が有効期間の開始となりま
す。要支援認定又は要介護認定から、総合事業対象者として認定された方につ
いては、要介護認定期間終了（満了）日の翌日からとなります。なお、要支援
認定又は要介護認定を要介護認定期間満了日以前に取り消しをされた方につい
ては、基本チェックリスト聴取日が有効期間の開始となります。有効期限終了
日はありません。状態の変化等により、訪問介護、通所介護以外の新たなサー
ビスが必要となった場合は、介護保険認定申請を行うこととなります。（令和
元年8月15日高齢・介護福祉課介護審査G）
事業対象から新規申請する場合、万一非該当となった場合、事業対象に戻り、
請求できる。（令和元年9月29日高齢介護福祉課介護審査G）

新たに変更して入れるようにはしていない。プラン作成時に利用しているので
あれば、アセスメントからの記載をお願いしているが、利用期間途中で新たに
ミニデイを利用開始となってもプラン変更については作成者（担当CM)の判断
としている。

通所サービスと併設医療機関等の受診について
通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを
得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は
可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切で
なく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行
われるべきものである。（介護報酬に係るＱ＆Ａ）

ショート利用のみで
年に1～2回利用の方
のモニタリングにつ
いて

利用がない月のモニ
タリングについて。
実績がない月もモニ
タリングが必要なの
か。

介護認定を受けなが
ら総合事業のサービ
スを利用している人
が事業対象としての
認定を受け直したい
場合、認定の空白時
間が出来ないように
するにはどのような
手続きを踏めば良い
ですか。

認知デイを利用しな
がらミニデイを利用
してる人についてケ
アプランにミニデイ
の位置づけを記すよ
うになっています
か。

処遇改善加算の月単
位での予定、実績の
記入方法について毎
週利用日のところに
「１」を入れる取り
決めがありますか。

通所利用日の受診は
可能か。提供時間内
の受診についてどの
ような取扱いになっ
ているのか。

処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定には含まれない。請求に支障はなく
特に取り決めはありません。
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⑦
訪問介護
（按分）

⑧
サービス担当
者会議

軽微な変更（福祉用
具事業所の名称変
更）の担当者会議に
ついて

ケアプランの軽微な変更の内容について（サービス担当者会議）
基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えば
サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではな
い。しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業者へ周知した方が
良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催するこ
とを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めて
いるように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めるこ
とが想定される。（介護保険最新情報ＶoI.155（平成22年7月30日）

複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合
の取り扱いについて。それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計
画上に位置付ける。例えば要介護高齢者夫婦のみの世帯に一〇〇分間訪問し、
夫に五〇分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に五〇分の訪問介護（身体
介護中心の場合）を提供した場合、夫・妻それぞれ四〇二単位ずつ算定され
る。ただし生活援助については要介護者（要支援者）間で適宜所要時間を振り
分けることとする。（平成12年老企第36号第二の1の（5））（介護保険最新情
報Voｌ．63　平成21年度3月6日）
算定方法とサービス内容について：複数の利用者間の算定について、実際の
サービスと算定とが必ずしも一致しない場合もありえます。例：要介護者の夫
婦世帯に対して調理を考えた場合、夫の算定日についても、夫婦二人分の調理
を行う為、夫の分のみ調理するということにはなりません。実際には夫のみ算
定しますが、サービスは二人に行うことになります。
留意事項：複数の利用者がいる場合には、訪問介護は本人の安否確認も合わせ
て行うべきなので、利用者全員が自宅にいる必要があります。（平成12年老企
第36号　第二の1の（2））例：夫に振り分けた日で、夫婦二人分の料理を行う
場合、サービス提供時間には妻も自宅に居る必要があります。

サービス利用時間は
夫婦とも自宅にいる
必要があるのか。
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第１０章 その他 

令和元年（令和 2年 3 月実施）介護保険施設等実地指導の報告について 

1.利用者基本情報について
更新時に利用者基本情報を複写し、最新情報に修正をお願いします。
押印、提出の必要はありません。

2.支援経過のタイトルについて
・毎月のモニタリングは「自宅モニタリング」「事業所モニタリング」「電話モニタリング」と表
記をお願いします。

3.評価時のタイトル・内容について
評価とモニタリングは別物になりますので、評価月もモニタリングをする必要があります。評価
時のタイトルは「評価・モニタリング」とし、評価とモニタリングの内容になるように入力をお
願いします。
※上記 2、3については、文例をご活用ください。

4.医療系サービスの利用を希望し介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービ
ス計画を主治の医師等に交付しなければならない。（予防支援基準第 30 条第 21の 2項）と示さ
れております。
医療系サービスを希望され、「介護予防サービス・支援計画書」を作成した場合は、主治医へ「介
護予防サービス・支援計画書」の提出をお願いします。提出したことが確認できるよう、支援経
過への入力もお願いします。
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