
令和元年度第２回豊島区介護予防・
日常生活支援総合事業説明会

新たな通所型サービスAの検討状況について
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１．前回の説明に対する訂正とお詫び

• 前回（４月２４日）実施した説明会において、

• 「介護給付（要介護者）とは完全に場所・時間・曜日を分けて、総合
事業（要支援者）の通所型サービスを提供することとする。」と説明。

• 通所事業所訪問の際、多くの事業所から完全に分けることは困難と
の意見をいただく。

• 厚生労働省に問い合わせたところ「一体的（同じ時間、同じ場所）に
サービス提供する場合は、通所介護の運営基準を遵守した上で、要
介護者への処遇に影響がないことを前提に、プログラム内容を区分
しているのであれば可能と考える。」との回答。
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２．通所型サービスの目指す姿

サービスを利用することで身体機能の維持・向

上を図り、住民主体のつどいの場に通えるように

なる等、高齢者自身が地域において自立した日

常生活を送れるよう支援する。
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３．総合事業通所型サービスの類型

基準 従前の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①通所介護
②通所型サービスA

（緩和した基準によるサービス）
③通所型サービスB

（住民主体による支援）
④通所型サービスC

（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション等

体操、運動等の活動など、自主
的な通いの場

生活機能を改善するための運動
器の機能向上や栄養改善等の
プログラム

対象者と
サービス
提供の考

え方

〇既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
〇「多様なサービス」の利用が難しいケース
〇集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を
促進していくことが重要。

〇状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利
用を促進

ADLやIADLの改善に向けた支援
が必要なケース 等

※３～６ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定 / 委託 補助（助成） 直接実施 /   委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の最低限の
基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者+ボランティア ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）
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厚労省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」より

豊島区は 実施中 令和元年5月開始 令和元年5月開始令和2年10月開始予定



４．通所型サービス利用の流れ
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総合事業介護予防通所事業（A6）

※平成30年7月現在でデイサービス利用人数は９７１人

⇒通いの場となっている・・・全員を住民主体に移行できない

新規受付2019年度まで

令和2年10月以降の通所型サービスイメージ（案）
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通所型サービスC  
【短期集中予防サービス】

（リハビリ・低栄養改善）
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討する方
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高田介護予防センター・東池
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としまる体操・介護予防サロ

ン

銭湯・スポーツジム

認知症カフェ・介護者サロン

カルチャーセンター・サークル

活動

誰でも通える地域資源

地域とのつながりを保つことによ

る介護予防・重度化防止

ケアマネジメント実

施後の評価により、

サービス種別等を

見直す

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント



５．通所事業所訪問でいただいた主な意見

報酬設定について

・通所型サービスにおいて、現状の要支援１は４回まで、
要支援２は８回までとなっているため５回目・９回目の
サービス利用者の対応に苦慮している
・新しい制度では、維持改善の評価方法を変更するな
ど、モチベーションの上がる加算を設定して欲しい。
・通所事業から卒業することに対するインセンティブが
欲しい。

基準緩和について 人員基準で常勤となっている管理者を、常勤を外しても
らうと雇用しやすい。
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６．今後の通所型サービスAの方向性

• 現在の介護予防通所事業（国相当基準）は令和３年度以降も当面継続し
て実施する。

• 豊島区独自基準の単独実施通所型サービスAを令和2年10月スタート予
定

• 将来的（時期未定）に区独自の同時実施通所型サービスAを構築する。

8

R2.10.1                   R3.3.31                                       R6.3.31

介護予防通所事業

単独実施通所型
サービスA

区独自 同時実施
通所型サービスA

時期未定



７．豊島区独自基準 単独実施通所型サービ
スＡ（案）・・・令和2年10月スタート予定
サービス種別 豊島区独自基準 単独実施通所型サービスA

タイプ リハビリ中心型（ミニデイサービス型）

実施方法 委託（単年度契約）

基準
ガイドラインに基づく緩和した基準
ただし、機能訓練指導員を必須とする。

対象とする利用者 身体機能の維持・改善が必要な方

サービス内容
機能訓練に特化し、利用者の運動機能維持・改善に取り組み、利用者をいち早く日常
生活に戻すための支援。（入浴サービスは行わない。）

提供時間 1時間30分以上

報酬 4回目、8回目までは1回当たりの単価。 5回目、9回目以降は包括報酬を予定

加算 卒業加算、機能改善加算等を予定
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８．スケジュール（予定）

・令和２年５月 令和2年度総合事業説明会

・令和２年６月 事業者説明会（委託契約事務手続きの説明）

・令和２年７月 委託契約受付開始

・令和２年１０月 豊島区独自基準 単独実施通所型サービスＡ開始
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９．通所型サービスＢについて

【実施内容】

区施設等で週１回２～３時間程度、会食や体操を実施している任意の
団体へ補助金を交付し、活動を支援する。

【実績】今年度より実施

・２団体登録済み

・登録団体は豊島区ホームページで紹介している。

11



１０．通所型サービスＣについて

コース リハビリコース 低栄養改善コース

対象 筋力低下や日常生活の動作を改善したい方 体重減少や栄養の偏りが気になる方

内容 リハビリ専門職が個人ごとに改善計画をたて、
グループで一緒にリハビリ・運動をします。

実施期間終了後も同じ場所で運動グループ
活動ができます。

管理栄養士による個別の栄養指導を受けながら
グループで一緒に会食をします。

実施期間終了後も同じ場所で会食グループ活
動ができます。

費用 無料 栄養改善弁当代のみ １回６００円程度

場所 第１回 東池袋フレイル対策センター
第２回 高田介護予防センター

第１回 高田介護予防センター
第２回 東池袋フレイル対策センター

参加人数 第１回 ７人 第２回 第１回 ５人 第２回

実施期間 第１回 ５月１５日（水）から ７月３１日（水）
第２回 ９月２５日（水）から１２月１１日（水）

第１回 ５月１５日（水）から ７月３１日（水）
第２回 １０月１６日（水）から１２月１８日（水）

開催時間 午前１０時から午後１時

特徴 送迎なし、期間限定

【実施概要】
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