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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び地域包括支

援センターの包括的支援事業の実施に関する基準に関する条例制定につ

いて 

 

 

１ 条例制定の背景 

 

  「地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２５年法律第４４号。「(第３次)地域主権一括法」）の施行に

伴い、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が改正されました。こ

れにより、今まで厚生労働省令等により全国一律に定められていた「指定介

護予防支援等の事業に関する人員及び運営等の基準」及び「地域包括支援セ

ンターが包括的支援事業を実施するために必要な基準」について、平成２７

年４月までに地方自治体が条例で定めることになりました。 

 

２ 基準の分類 

 

  米子市が基準を条例で定めるに当たっては、従来の国で定める基準を次の

２つに分類し、条例制定に一定の規制がかけられています。 

 

 （１）「従うべき基準」 国基準に拘束される程度が強い基準で、条例の内容

を直接的に拘束し、必ず適合しなければならない規準です。当該基準に

従う範囲内で、地域の実情に応じた内容を定める条例は認められますが、

国基準を下回る内容を定めることはできません。 

 （２）「参酌すべき基準」 国基準に拘束される程度が弱い基準で、地方自治

体が十分に参酌（参考に）したうえで、地域の実情に応じて、国基準と

異なる内容を定めることができます。 

 

３ 条例案骨子及び概要 

 

 （１）「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」

について 

 

○ 指定介護予防支援事業者とは 

   介護保険制度の基本理念である「自立支援」、すなわち利用者が可能な限

りその居宅において自立した日常生活を継続するということを実現するた

め、「要支援１」又は「要支援２」と判定された方に対して、要介護状態（要

介護１～５）へ移行することを予防する観点から、「介護予防ケアマネジメ

ント」（※①）を行う事業者です。 

   これらの基本理念を踏まえ介護予防支援の事業については、地域包括支
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援センターが指定介護予防支援事業者としての指定を受け、主体的に行う

業務としています。 

   ここで定める指定介護予防支援事業とは、地域包括支援センター又は地

域包括支援センターにおける介護予防支援事業の介護予防ケアマネジメン

ト業務（介護予防ケアプランの作成⇒要支援者が介護予防サービスを利用）

についてのみ、委託（※②）を受け、行うことができる事業者のことをい

います。 （通常は要介護認定者のケアマネジメントを行う居宅介護事業

者になります。） 

  

※① 介護予防ケアマネジメントとは 

   介護予防の効果が最大限発揮され、利用者が有している生活機能の維持･

向上が図られるよう、目的指向型の計画を作成し、利用者自身によるサー

ビスの選択の尊重、保健・医療･福祉サービスの総合的、効率的な活用、利

用者主体、公正中立、地域における様々な取組との連携等が行われ、その

利用者がその人らしい充実した毎日を送ることができるよう支援すること。 

 

※② 地域包括支援センターは、委託する居宅介護支援事業者が委託に必要

な要件（当該基準省令第１２条）を備えているか事前に確認する必要があり

ます。「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」⇒市町村の条

例委任される。 

 

   つまり、この基準とは、指定介護予防支援を行う事業者（地域包括支援

センター又は地域包括支援センターから介護予防ケアマネジメント業務の

委託を受ける事業者）に関する基準です。 

 

  ○ 基準条例案の骨子 

   当市の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないこ

とから、基本的には、次のとおり国の基準を米子市の基準とします。 

   

区分 基準 市の考え方 

従う ・人員に関する基準 

・内容及び手続の説明及び同意 

・サービス提供拒否の禁止 

・秘密保持 

・事故発生時の対応 

省令どおりの基準と

します。 

参酌 「従うべき基準」以外の基準全て 次表のとおり、市の独

自基準を設けます。 

それ以外は、国の基準

どおりとします。 
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＜市の独自基準＞ 

項 目 条 項 
基準の内容 

市の考え方 
国基準（現行） 市の基準（案） 

暴力団

等の排

除 

なし 規定なし 役員等が暴力団

員等でないこ

と。 

事業所運営につ

いて暴力団等の

支配を受けない

こと。 

市民の安全･安

心を図るため、

米子市暴力団

排除条例に基

づき、暴力団排

除に関する規

定を追加する。 

人権の

尊重に

関する

措置 

なし 規定なし 利用者の人権の

擁護、虐待の防

止等のため、責

任者を設置する

こと等の措置を

講じるよう努め

なければならな

い。 

基準省令にお

いて、人権尊重

の規定がない、

若しくは抽象

的なものにつ

いて、具体的な

規定として、研

修実施等の努

力義務を課す。 

申請者

の資格 

介 護 保 険

法 第 １ １

５ 条 の ２

２ 第 ２ 項

第１号、第

３項 

申請者が市の条例で定める

ものでないときは指定して

はならない。条例を定める

に当たっては、厚生労働省

令で定める基準にしたがっ

て定めるものとする。 

 

法第１１５条の２２第３項

の厚生労働省令で定める基

準は、法人であることとす

る。 

申請者は、法人

（暴力団等以

外）であること

とする。 

暴力団排除の

要件を加える。 

記録の

整備 

第 ２ ８ 条

第２項 

サービスの提供に関する記

録を整備し、２年間保存し

なければならない。 

サービスの提供

に関する記録を

整備し、その完

結の日から５年

間保存しなけれ

ばならないこと

とする。 

介護報酬過誤

返還等の公法

上の債権消滅

時効は５年で

あることから、

書類保存年限

を対応させる

ため修正する。 
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項 目 条 項 
基準の内容 

市の考え方 
国基準（現行） 市の基準（案） 

指定介

護予防

支援の

業務の

委託 

第１２条 指定介護予防支援の一部を

委託する場合には、次に掲

げる事項を遵守しなければ

ならない。 

・委託に当たっては、中立

性及び公正性の確保を図る

ため地域包括支援センター

運営協議会の議を経なけれ

ばならない。 

・委託に当たっては、適切

かつ効率的に指定介護予防

支援の業務が実施できるよ

う委託する業務の範囲や業

務量について配慮するこ

と。 

・委託する指定居宅介護支

援事業者は、指定介護予防

支援の業務に関する知識及

び能力を有する介護支援専

門員が従事する指定居宅介

護支援事業者でなければな

らないこと。 

・委託する指定居宅介護支

援事業者に対し、指定介護

予防支援の業務を実施する

介護支援専門員が、基本方

針、運営に関する基準及び

介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準に

関する規定を遵守するよう

措置させなければならない

こと。 

国基準に次の規

定を加える。 

 

・委託する指定居

宅介護支援事業

者に対し、地域ケ

ア会議に参加さ

せ、又は地域包括

支援センターが

行う包括的支援

事業その他の事

業に協力させる

こと。 

第５期計画の重

点項目である

「地域包括ケア

体制」の構築は、

第６期計画以後

の計画でも地域

包括ケア実現の

ための方向性を

承継していくこ

とから、地域包

括ケアシステム

構築の手段とし

て位置付ける地

域ケア会議への

参加や、地域包

括ケア体制の構

築において重要

な位置付けとな

っている地域包

括支援センター

が行う包括的支

援事業やその他

の事業に協力す

ることを追加す

る。 

 

   

 

（２）「地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条

例」について 

 

 ○ 地域包括支援センターの概要 
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    地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくための 

機関です。 

    ここでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネ

ジ 

ャー）などが中心となって、介護予防に関する介護予防ケアマネジメント 

をはじめとする高齢者への総合的な支援を行います。 

    当市においては、社会福祉法人等に委託する地域包括センターを７ヵ 

所設置しています。 

      

    市町村では、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとと

も 

に、要介護状態となった場合においても、可能な限り地域で自立した生活 

を営むことができるよう支援することを目的として、地域支援事業を実施 

しています。このうち地域包括支援センターには必須事業として、地域支 

援事業の一つである「包括的支援事業」と「指定介護予防支援事業」があ 

ります。その他に、市町村が包括支援センターに委託することが可能な任 

意事業として地域支援事業に規定されている事業と厚生労働省が定める 

事業があります。 

 

    地域包括支援センター必須事業 

事 業 名 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括的支援

事業 

 

 

 

介護予防ケアマネ

ジメント事業 

 二次予防事業の対象者（主として

要介護状態等となるおそれの高い

状態にあると認められる６５歳以

上の者）が要介護状態等になること

を予防するため、その心身の状況に

応じて、対象者自らの選択に基づ

き、介護予防事業その他の適切な事

業が包括的かつ効率的に実施され

るよう必要な援助を行うものです。 

 

 

 

総合相談支援事業 

 高齢者ご本人や家族などからの

相談を受け、問題の解決に向けた情

報提供や関係機関等の紹介を行い、

また、専門的な支援が必要な方につ

いては、個別の支援計画を作成し、

適切なサービス等の実施につなげ

ます。 

 

 

 

 

 権利侵害を受けている、または受

ける可能性が高いと考えられる高

齢者が、地域で安心して尊厳のある

生活を行うことができるよう、権利
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権利擁護事業 侵害の予防や対応を専門的に行う

ものです。事業内容としては、高齢

者虐待の防止及び対応、消費者被害

の防止及び対応、判断能力を欠く状

況にある人への支援などがありま

す。 

 

 

包括的・継続的ケア

マネジメント支援

事業 

 高齢者が住み慣れた地域で暮ら

し続けることができ、個々の高齢者

の状態や変化に応じて包括的・継続

的に支援していくことができるよ

う、介護支援専門員、主治医及び地

域の関係機関等の連携・協働体制づ

くりや介護支援専門員に対するサ

ポートを行います。 

 

 

 

指定介護予防支援事業 

（※委託可能） 

 もう一つの必須事業として指定

介護予防支援があります。指定介護

予防支援は、介護保険における予防

給付の対象となる要支援者が介護

予防サービス等の適切な利用等を

行うことができるよう、予防給付に

関するケアマネジメント業務を行

うものです。 

   その他に、市町村が地域包括支援センターに委託することが可能な任意

事業があります。 

 

  ＜介護予防サービスの内容＞ 

  予防給付として提供される介護予防サービスには、「介護予防通所介護」、

「介護予防通所リハビリテーション」、「介護予防訪問介護」及び「介護予防

福祉用具貸与」などがあります。 

 

   ○ 基準条例案の骨子 

   当市の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないこ

とから、基本的には、次のとおり国の基準を米子市の基準とします。 

   ただし、第１号被保険者の数が６，０００人を超える地域包括支援セン

ター職員配置基準を追加します。 

 

区分 基準 市の考え方 

従う ・職員の職種や人数に関する 

基準 

省令どおりの基準とします。 

参酌 ・基本方針 

・運営 

従来からこの基準により運

営しており、原則として引き
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継ぐこととします。 

 

 

 

介護保険法第百十五条の四十六第四項の

厚生労働省令で定める基準（介護保険法

施行規則：平成１１年厚生労働省令第３

６号） 

米子市地域包括支援センターの包括的支

援事業の実施に関する基準を定める条例

（案） 

第百四十条の六十六 

 一 地域包括支援センターは、次号に

掲げる職員が協働して包括的支援事

業を実施することにより、各被保険

者の心身の状況、その置かれている

環境等に応じて、法第二十四条第二

項に規定する介護給付等対象サービ

スその他の保健医療サービス又は福

祉サービス、権利擁護のための必要

な援助等を利用できるように導き、

各被保険者が可能な限り、住み慣れ

た地域において自立した日常生活を

営むことができるようにしなければ

ならない。 

  （基本方針） 

第 条 地域包括支援センターは、次条

に掲げる職員が協働して包括的支援事

業を実施することにより、被保険者の

心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、法第２４条第２項に規定す

る介護給付等対象サービスその他の保

健医療サービス又は福祉サービス、権

利擁護のための必要な援助等を利用で

きるように導き、被保険者が可能な限

り、住み慣れた地域において自立した

日常生活を営むことができるようにし

なければならない。 

 

 

二 一の地域包括支援センターが担当

する区域における第一号被保険者の数

がおおむね三千人以上六千人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常

勤の職員の員数は、原則として次のと

おりとすること。 

 イ 保健師その他これに準ずる者 一

人 

 ロ 社会福祉士その他これに準ずる者 

一人 

 ハ 主任介護支援専門員（第百四十条

の六十八第一項に規定する主任介護

支援専門員研修を終了した者をい

う。）その他これに準ずる者 一人 

 

 

３ 前号の規定にかかわらず、次のイか

らハまでのいずれかに掲げる場合に

  （職員数の基準） 

第 条 一の地域包括支援センターが相

当する区域における第１号被保険者の

数がおおむね３，０００人以上６，０

００人未満ごとに置くべき専らその職

務に従事する常勤の職員の員数は、原

則として次のとおりとする。 

 （１） 保健師その他これに準ずる者 

１人 

 （２） 社会福祉士その他これに準ず

る者 １人 

 （３） 主任介護支援専門員（介護保

険法施行規則(平成１１年厚生省

令第３６号)第１４０条の６８第

１項に規定する主任介護支援専門

員研修を終了した者をいう。）その

他これに準ずる者 １人 

 

２ 一の地域包括支援センターが担 
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は、地域包括支援センターの人員配置

基準は、次の表の上欄に掲げる担当す

る区域における第一号被保険者の数に

応じ、それぞれ同表の下欄に定めると

ころによることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 第一号被保険者の数がおおむね三

千人未満の市町村に地域包括支援セ

ンターを設置する場合 

 ロ 市町村の合併の特例等に関する法

律（平成十六年法律五十九号）第二

条第二項に規定する合併市町村又は

地方自治法（昭和二十二年法律第六

十七号）第二百八十四条第一項に規

定する一部事務組合若しくは広域連

合であって、前号に基準によって地

域包括支援センターの効率的な運営

に支障があると地域包括支援センタ

ー運営協議会（次号に規定する地域

包括支援センター運営協議会をい

う。ハにおいて同じ。）において認め

当する区域の第１号被保険者の数が 

おおむね６，０００人を超える場合の 

人員配置基準は、第１項に定める職員 

の員数に次の各号に定める員数を加 

えるものとする。 

 （１） おおむね７，０００人未満 前

項第１号から第３号までに掲げる

者のうちから１人 

（２） おおむね７，０００人以上８，

０００人未満 前項第１号から第

３号までに掲げる者のうちから２

人 

（３） おおむね８，０００人以上９，

０００人未満 前項第１号から第

３号までに掲げる者のうちから３

人 

（４） おおむね９，０００人以上  

前項第１号から第３号までに掲げ

る者のうちから４人 
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られた場合 

 ハ 市町村の人口規模にかかわらず、

地理的条件その他の条件を勘案して

特定の生活圏域に一の地域包括支援

センターを設置することが必要であ

ると地域包括支援センター運営協議

会において認められた場合 

担当する

区域にお

ける第一

号被保険

者の数 

人員配置基準 

おおむね

千人未満 

前号イからハまでに掲

げる者のうちから一人

又は二人 

おおむね

千人以上

二千人未

満 

前号イからハまでに掲

げる者のうちから二人

（うち一人は専らその

職務に従事する常勤の

職員とする。） 

おおむね

二千人以

上三千人

未満 

専らその職務に従事す

る常勤の前号イに掲げ

る者一人及び専らその

職務に従事する常勤の

前号ロ又はハに掲げる

者のいずれか一人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成１８年厚生労働省老健局計画課長通

知第６による「これらに準ずる者」 

 

３ 地理的条件その他の条件を勘案し 

て特定の生活圏域に一の地域包括支 

援センターを設置することが必要で 

あると地域包括支援センター運営協 

議会において認められた場合は、地域 

包括支援センターの人員配置基準は、 

担当する区域における第１号被保険 

者の数に応じ、次の各号に定めるとお 

りとする。 

 （１） おおむね１，０００人未満 

前項第１号から第３号までに掲

げる者のうちから１人又は２人 

 （２） おおむね１，０００人以上

２，０００人未満 前項第１号

から第３号までに掲げる者のう

ちから２人（うち１人は専らそ

の職務に従事する常勤の職員と

する。） 

 （３） おおむね２，０００人以上

３，０００人未満 専らその職

務に従事する常勤の前項第１号

に掲げる者１人及び専らその職

務に従事する常勤の前項第２号

又は第３号に掲げる者のいずれ

か１人 
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４ 第１項に規定する準ずる者につ 

いては、それぞれ次の各号に定める 

ものとする。 

 （１） 保健師に準ずる者 地域ケ

ア、地域保健等に関する経験の

ある看護師（准看護師を除く。） 

 （２） 社会福祉士に準ずる者 福

祉事務所の現業員等の業務経験

が５年以上又は介護支援専門員

の経験が３年以上あり、かつ、

高齢者の保健福祉に関する相談

援助業務に３年以上従事した経

験を有する者 

 （３） 主任介護支援専門員に準ず

る者 厚生労働省が定めるケア

マネジメントリーダー研修を終

了し、介護支援専門員としての

実務経験を有し、かつ、介護支

援専門員の相談対応や地域の介

護支援専門員への支援等に関す

る知識及び能力を有している者 

 

４ 地域包括支援センターは、当該市町

村の地域包括支援センター運営協議会

（指定居宅サービス事業者等（法第二

十二条第三項に規定する指定居宅サー

ビス事業者等をいう。）又はこれらの者

に係る団体の代表者、居宅サービス等

の利用者又は第一号被保険者若しくは

第二号被保険者の代表者、地域住民の

権利擁護を行い又は相談に応ずる団体

等の代表者、地域における保健、医療

又は福祉に関する学識経験を有する者

等のうち、地域の実情を勘案して市町

村が適当と認める者により構成される

ものをいう。)の意見を踏まえて、適切、

公正かつ中立な運営を確保すること。 

 

 

 地域包括支援センターは、地域包括

支援センター運営協議会（介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）第１４０条の６６第４号に規定す

る地域包括支援センター運営協議会を

いう。以下同じ。）の意見を踏まえて、

適切、公正かつ中立な運営を確保しな

ければならない。 

 

 

４ 施行日 平成２７年４月１日 
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５ 根拠・基準となる法令 

 ・介護保険法第１１５条の２４第１項、第２項及び第１１５条の４６第４項 

 ・介護保険法第１１５条の２２第２項及び第５９条第１項 

 ・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３７号） 

 ・介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令３６号）第１４０条の６６（地

域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関す

る基準） 

 

６ 今後のスケジュール 

日  程 内    容 

平成２６年９月 地域包括支援センター運営協議会並びに介護保険

事業計画策定委員会で意見聴取 

平成２６年９月～ 

１０月 

市ホームページ等により、パブリックコメント（意

見募集）の実施 

平成２６年１１月 条例最終案を決定 

平成２６年１２月 条例案の議会議決 

平成２７年４月１日 条例施行 

 


