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介護保険介護保険介護保険介護保険
 

しい

て、要支援１・２の方が利用できるサービス

のなかに移動支援サービスを想定している

ことを発表しました。

されています。その

ービスの

援総合事業

行で

する

事業へと

事業

うな内容のサービスを総合事業として行う

べきかを示したものです。それ

対象者

ｻｰﾋﾞｽ

提供者

利用者
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介護保険介護保険介護保険介護保険
 

厚生労働省は、

しい介護予防・日常生活支援総合事業

て、要支援１・２の方が利用できるサービス

のなかに移動支援サービスを想定している

ことを発表しました。

介護保険は来年４月に大きな改定が予定

されています。その

ービスの自治体主体の

援総合事業

行です。4

する訪問・通所の介護予防サービスは、総合

事業へと移行

厚生労働省

事業のガイドライン

うな内容のサービスを総合事業として行う

べきかを示したものです。それ

種類 

内容 

訪問介護職員に

よる身体介護、

生活援助

訪問介護職員に

よる

の生活援助（短

時間サービス）。

利用 

対象者 

既に訪問介護サ

ービスを利用し

ている人など

ｻｰﾋﾞｽ 

提供者 

訪問介護員

利用者

負担 

サービス単価の

１割又は２割

№95

※ 上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

ＵＲＬ：

院ボランティア通信  

                 

月 11 日発行

介護保険介護保険介護保険介護保険    要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
厚生労働省は、来年

介護予防・日常生活支援総合事業

て、要支援１・２の方が利用できるサービス

のなかに移動支援サービスを想定している

ことを発表しました。

介護保険は来年４月に大きな改定が予定

されています。そのなかの

自治体主体の

援総合事業（以下、総合事業と表記）への

4 月以降、要支援１・２の方が利用

・通所の介護予防サービスは、総合

移行します。

厚生労働省が今回発表した

ガイドライン案

うな内容のサービスを総合事業として行う

べきかを示したものです。それ

訪問介護 

訪問介護職員に

よる身体介護、

生活援助。 

訪問介護職員に

よる 20 分未満

の生活援助（短

時間サービス）。

既に訪問介護サ

ービスを利用し

ている人など 

訪問介護員 

サービス単価の

１割又は２割 

5 

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html

 

                 一般社団

〒

発行     TEL:03(5395)2631

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
来年４月から

介護予防・日常生活支援総合事業

て、要支援１・２の方が利用できるサービス

のなかに移動支援サービスを想定している

ことを発表しました。 

介護保険は来年４月に大きな改定が予定

なかの一つ

自治体主体の介護予防・日常生活支

（以下、総合事業と表記）への

要支援１・２の方が利用

・通所の介護予防サービスは、総合

。 

が今回発表したのは、この

案で、市町村等が

うな内容のサービスを総合事業として行う

べきかを示したものです。それ

 
訪問型サービス

訪問介護職員に

よる身体介護、

訪問介護職員に

分未満

の生活援助（短

時間サービス）。 

生活援助。

・調理や掃除

その一部介助

・ゴミの分別、

ゴミ出し

・買い物

物）

同行

既に訪問介護サ

ービスを利用し

 

状態等を踏まえ

ながら決める

雇用労働者

問介護員

サービス単価の

 

市町村が設定

はーと

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html

一般社団法人 全国腎臓病協議会

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨

TEL:03(5395)2631

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
導入となる

介護予防・日常生活支援総合事業につい

て、要支援１・２の方が利用できるサービス

のなかに移動支援サービスを想定している

介護保険は来年４月に大きな改定が予定

が介護予防サ

介護予防・日常生活支

（以下、総合事業と表記）への

要支援１・２の方が利用

・通所の介護予防サービスは、総合

のは、この総合

市町村等がどのよ

うな内容のサービスを総合事業として行う

べきかを示したものです。それによると、

訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型

訪問型サービス

Ａ 

生活援助。 

・調理や掃除等

その一部介助 

ゴミの分別、

ゴミ出し 

・買い物（重い

物）の代行や

同行  など 

状態等を踏まえ

ながら決める 

雇用労働者（訪

問介護員など） 

市町村が設定 

はーと

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html

全国腎臓病協議会

東京都豊島区巣鴨

TEL:03(5395)2631 FAX:03(5395)2831  E

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
導入となる新

につい

て、要支援１・２の方が利用できるサービス

のなかに移動支援サービスを想定している

介護保険は来年４月に大きな改定が予定

が介護予防サ

介護予防・日常生活支

（以下、総合事業と表記）への移

要支援１・２の方が利用

・通所の介護予防サービスは、総合

総合

どのよ

うな内容のサービスを総合事業として行う

によると、訪

問型サービスは５つのタイプに分けられ、そ

のなかに

的に行われる移動支援や移送前後の生活支

援が想定さ

これまでの介護保険制度では要支援１・２

の方

ったため、今回

は評価

実際の

ス内容

すが、

なサービス

せん

ーと・なび」等を通じてお伝えしていきます

が、皆さんも

ていただきたいと思います。

訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型

訪問型サービス

Ｂ

 

 

住民主体による

生活援助など。

・布団干し

・階段の掃除

・電球の交換

・買い物の

や同行 

・代筆  

状態等を踏まえ

ながら決める

 

主にボランティ

ア 

サービス提供側

が設定 

はーと 

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html

全国腎臓病協議会 

東京都豊島区巣鴨 1－20

FAX:03(5395)2831  E

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
問型サービスは５つのタイプに分けられ、そ

のなかに介護予防・生活支援サービスと一体

的に行われる移動支援や移送前後の生活支

が想定されています

これまでの介護保険制度では要支援１・２

の方が利用できる

ったため、今回

評価に値する

実際の「訪問型サービスＤ」の

ス内容は各自治体に委ねられ

すが、それが

サービスになる

せん。全腎協では新しい情報が入り次第、「は

ーと・なび」等を通じてお伝えしていきます

が、皆さんも

ていただきたいと思います。

訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型訪問型サービスの類型    

訪問型サービス

Ｂ 

訪問型サービス

住民主体による

生活援助など。 

・布団干し 

・階段の掃除 

・電球の交換 

の代行

 

  など 

３～６ヶ月の短

期間で行う介護

予防サービス。

・

状態等を踏まえ

ながら決める 

体力の改善に向

けた支援が必要

な人など

ボランティ 保健・医療の専

門家（市町村）

サービス提供側 市町村が設定

 なび

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html

20－9 巣鴨ファーストビル３階

FAX:03(5395)2831  E-mail:sougei@zjk.or.jp

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
問型サービスは５つのタイプに分けられ、そ

介護予防・生活支援サービスと一体

的に行われる移動支援や移送前後の生活支

れています（

これまでの介護保険制度では要支援１・２

が利用できる移動

ったため、今回、それが位置付けられた

に値するといえるでしょう

「訪問型サービスＤ」の

各自治体に委ねられ

必ずしも透析患者の通院に有効

になるかどうかは

全腎協では新しい情報が入り次第、「は

ーと・なび」等を通じてお伝えしていきます

ぜひ地元自治体の動向に注視し

ていただきたいと思います。

訪問型サービス

Ｃ 

３～６ヶ月の短

期間で行う介護

予防サービス。

・保健師などが

自宅等を訪問

して行う相談

指導 

など

体力の改善に向

けた支援が必要

な人など 

保健・医療の専

門家（市町村）

市町村が設定

なび 

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052337.html 

巣鴨ファーストビル３階

mail:sougei@zjk.or.jp

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定
問型サービスは５つのタイプに分けられ、そ

介護予防・生活支援サービスと一体

的に行われる移動支援や移送前後の生活支

（下図参照）

これまでの介護保険制度では要支援１・２

移動支援サービス

が位置付けられた

るでしょう

「訪問型サービスＤ」の具体的サービ

各自治体に委ねられることにな

必ずしも透析患者の通院に有効

かどうかはまだ分かりま

全腎協では新しい情報が入り次第、「は

ーと・なび」等を通じてお伝えしていきます

地元自治体の動向に注視し

ていただきたいと思います。 

訪問型サービス 訪問型サービス

３～６ヶ月の短

期間で行う介護

予防サービス。 

保健師などが

自宅等を訪問

相談

など 

他のサー

一体的に行う移

動支援。

後の生活支援。

・通所型サービ

スの送迎

・買い物、通院、

外出時の支援

体力の改善に向

けた支援が必要

状態等を踏まえ

ながら決める

保健・医療の専

門家（市町村） 

主に

ア 

市町村が設定 サービス提供側

が設定

上記の総合事業に関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページで閲覧できます 

巣鴨ファーストビル３階 

mail:sougei@zjk.or.jp 

要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定要支援１・２が利用できる移動支援を想定    
問型サービスは５つのタイプに分けられ、そ

介護予防・生活支援サービスと一体

的に行われる移動支援や移送前後の生活支

図参照）。 

これまでの介護保険制度では要支援１・２

サービスが無か

が位置付けられたこと

るでしょう。しかし、

具体的サービ

ることになり

必ずしも透析患者の通院に有効

まだ分かりま

全腎協では新しい情報が入り次第、「は

ーと・なび」等を通じてお伝えしていきます

地元自治体の動向に注視し

訪問型サービス

Ｄ 

他のサービスと

一体的に行う移

動支援。移送前

後の生活支援。

・通所型サービ

スの送迎 

・買い物、通院、

外出時の支援

状態等を踏まえ

ながら決める 

ボランティ

サービス提供側

が設定 

    
問型サービスは５つのタイプに分けられ、そ

介護予防・生活支援サービスと一体

的に行われる移動支援や移送前後の生活支

これまでの介護保険制度では要支援１・２

無か

こと

。しかし、

具体的サービ

り

必ずしも透析患者の通院に有効

まだ分かりま

全腎協では新しい情報が入り次第、「は

ーと・なび」等を通じてお伝えしていきます

地元自治体の動向に注視し

訪問型サービス

ビスと

一体的に行う移

移送前

後の生活支援。 

・通所型サービ

・買い物、通院、

外出時の支援 

状態等を踏まえ

ボランティ

サービス提供側



    

全国介護保険担当課長会議全国介護保険担当課長会議全国介護保険担当課長会議全国介護保険担当課長会議よりよりよりより    

““““お泊りデイお泊りデイお泊りデイお泊りデイ””””来年から来年から来年から来年から届け出制に届け出制に届け出制に届け出制に    厚労省が方針発表厚労省が方針発表厚労省が方針発表厚労省が方針発表    
 

厚生労働省は、通所介護事業所（デイサー

ビス）を用いて高齢者に宿泊サービスを提供

する、いわゆる“お泊まりデイ”について、

事業者に対し地方自治体への施設内容の届

け出を義務付ける方針を発表しました。 

本来“お泊りデイ”はデイサービス事業者

が行う一時的な宿泊サービスですが、介護施

設の入居待ち高齢者が長期滞在するケース

や、狭い部屋に何人もの高齢者を雑魚寝させ

るなどのずさんな運営を行う事業者の存在

が指摘され、問題視されてきました。しかし

ながら、“お泊りデイ”は介護保険の対象外

サービスであるため国による実態把握がで

きておらず、対策も都道府県によって異なる

状態でした。このような状況を受け、厚生労

働省は一定期間以上の宿泊サービスを提供

する事業者に事業所の基本的事項等につい

て届け出を義務付け、届け出内容を来年１０

月から公表する予定です。また、事故が起き

た場合についても、事業者に報告も求めると

しています。 

あわせて、宿泊サービス提供にあたって 

満たすべき事業所の設備要件等をガイドラ

ンとして示すことも予定されています。ガイ

ドラインの具体的内容としては、夜間の責任

者や利用定員、宿泊者一人当たりの床面積や

事故対策などが盛り込まれる見込みです。な

お、本件詳細は今後、厚生労働省の諮問機関

である社会保障審議会の分科会で検討され

ます。 

 

 

有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホームにおける前払金における前払金における前払金における前払金    

厚労省厚労省厚労省厚労省    老人ホーム老人ホーム老人ホーム老人ホーム前払金保全前払金保全前払金保全前払金保全についてについてについてについて周知徹底を通知周知徹底を通知周知徹底を通知周知徹底を通知    
7月 3日付で、厚生労働省は各都道府県、

指定都市、中核市に、有料老人ホーム事業者

に対し、前払金の保全措置が必要であること

を周知し、保全措置を講じていない事業者に

は速やかに改善指導を徹底するよう、指導要

請を通知しました。 

この背景には、前払金の保全措置が義務付

けられているにもかかわらず、適切な措置を

講じない事業者が後を絶たないという問題

があります。一部の有料老人ホームでは、入

居者に対し、契約時に家賃や入居一時金等の

名目で一括してまとまったお金を求めるケ

ースがあります。これが前払金です。通常、

前払金は退去・解約時に精算され、返金され

るべきものですが、しばしば、ホームを運営

する民間企業が倒産し返金が行われない、な

どのトラブルが発生しています。そのため、

国は、2006 年 4 月以降に開設された有料

老人ホームには、500 万円を上限に前払金

を保全することを義務付けています。 

しかし、厚生労働省が取りまとめた全国の

有料老人ホームの状況報告書によると、平成

２５年１０月３１日時点で全国の有料老人

ホームのうち保全措置を義務付けられてい

るものは 1,201施設ありますが、そのうち

141 施設が保全措置を行っていません。こ

のことから、厚生労働省は指導監督強化の必

要性が確認できたとして、この度の通知を発

したと説明しています。 

国や自治体の指導により悪質な事業者が

なくなることが望まれますが、気を付けなけ

ればいけないのは、指導対象となるのはあく

まで 2006年 4 月以降に開設された施設だ

という点です。それ以前に開設された老人ホ



ーム

対象にはなりません
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回北部九州

会が開催されました。

会は、福岡・佐賀・長崎の３県の透析患者通

院送迎事業所が持ち回りで主宰し、互いに学

び、交流を深める場として例年夏に開催され

ています。今年は長崎県

えみ佐世保

ら、長崎県腎臓病患者連絡協議会主幹のもの

と、佐世保市での開催となりました。

崎県腎協役員など２１名が参加し、午前は

「ＮＰＯ法人での理事の役割と責任」と題し、

ボランティア団体における役員のあり方に

ついて長崎県・県民生活部の小川哲也係長を

講師に招き研修を行いました。

体のあり方を想定して、現在の課題等を話し

合うというワークショップ形式の交流会が

 

ームで保全措置をとっていない施設

対象にはなりません

老人ホームに入居しようとする利用者の
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院送迎事業所が持ち回りで主宰し、互いに学

び、交流を深める場として例年夏に開催され

ています。今年は長崎県

えみ佐世保

ら、長崎県腎臓病患者連絡協議会主幹のもの

と、佐世保市での開催となりました。

当日は、３県から５つの送迎事業所と、

崎県腎協役員など２１名が参加し、午前は

「ＮＰＯ法人での理事の役割と責任」と題し、

ボランティア団体における役員のあり方に

ついて長崎県・県民生活部の小川哲也係長を

講師に招き研修を行いました。

また、午後からは各送迎団体が５年後の団

体のあり方を想定して、現在の課題等を話し

合うというワークショップ形式の交流会が
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７日、長崎県

回北部九州 3 県合同通院送迎

会が開催されました。

北部九州 3 県合同通院送迎事業研修交流

会は、福岡・佐賀・長崎の３県の透析患者通

院送迎事業所が持ち回りで主宰し、互いに学

び、交流を深める場として例年夏に開催され

ています。今年は長崎県

えみ佐世保」がホスト担当の年ということか

ら、長崎県腎臓病患者連絡協議会主幹のもの

と、佐世保市での開催となりました。

当日は、３県から５つの送迎事業所と、

崎県腎協役員など２１名が参加し、午前は

「ＮＰＯ法人での理事の役割と責任」と題し、

ボランティア団体における役員のあり方に

ついて長崎県・県民生活部の小川哲也係長を

講師に招き研修を行いました。

また、午後からは各送迎団体が５年後の団

体のあり方を想定して、現在の課題等を話し

合うというワークショップ形式の交流会が
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県合同通院送迎

会が開催されました。 
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院送迎事業所が持ち回りで主宰し、互いに学

び、交流を深める場として例年夏に開催され

ています。今年は長崎県のＮＰＯ

がホスト担当の年ということか

ら、長崎県腎臓病患者連絡協議会主幹のもの

と、佐世保市での開催となりました。

当日は、３県から５つの送迎事業所と、
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「ＮＰＯ法人での理事の役割と責任」と題し、

ボランティア団体における役員のあり方に

ついて長崎県・県民生活部の小川哲也係長を

講師に招き研修を行いました。

また、午後からは各送迎団体が５年後の団

体のあり方を想定して、現在の課題等を話し

合うというワークショップ形式の交流会が
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老人ホームに入居しようとする利用者の

《トピックス》《トピックス》《トピックス》《トピックス》    
送迎送迎送迎送迎研修会研修会研修会研修会

福岡・佐賀・長崎の事業所が集う福岡・佐賀・長崎の事業所が集う福岡・佐賀・長崎の事業所が集う福岡・佐賀・長崎の事業所が集う    
佐世保市にて、第

事業研修交流

県合同通院送迎事業研修交流

会は、福岡・佐賀・長崎の３県の透析患者通

院送迎事業所が持ち回りで主宰し、互いに学

び、交流を深める場として例年夏に開催され
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講師に招き研修を行いました。 
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体のあり方を想定して、現在の課題等を話し

合うというワークショップ形式の交流会が

は、指導

老人ホームに入居しようとする利用者の

側も、

ついて

るでしょう

研修会研修会研修会研修会    

    
佐世保市にて、第 14

事業研修交流

県合同通院送迎事業研修交流

会は、福岡・佐賀・長崎の３県の透析患者通

院送迎事業所が持ち回りで主宰し、互いに学

び、交流を深める場として例年夏に開催され

ほほ

がホスト担当の年ということか

ら、長崎県腎臓病患者連絡協議会主幹のもの

当日は、３県から５つの送迎事業所と、長

崎県腎協役員など２１名が参加し、午前は

「ＮＰＯ法人での理事の役割と責任」と題し、

ボランティア団体における役員のあり方に

ついて長崎県・県民生活部の小川哲也係長を

また、午後からは各送迎団体が５年後の団

体のあり方を想定して、現在の課題等を話し

合うというワークショップ形式の交流会が

 

行われました。交流会

佐世保」の

の研修交流会でワークショップのスタイル

は初の試みだったのですが、大変活発

交換が行われたので、

っています。」とのことで、有意義な研修と

交流会であったことがうかがわれます。

 

 

■■■■全腎協全腎協全腎協全腎協

 全腎協

を検討している方等を対象に、通院送迎に関

する勉強会、講演会への講師派遣を行ってお

ります。講師は、通院介護委員会の委員を中

心に、全腎協役員のほかテーマに合った人材

を派遣いたします。

通院送迎や介護保険、またその周辺知識に

関する講演会、勉強会、研修会等の催しの際

にぜひご活用下さい！

 

【問い合わせ先

※お電話は

ます

側も、契約時に

ついて十分な確認を行う必要があ

るでしょう。

行われました。交流会

佐世保」の理事・

の研修交流会でワークショップのスタイル

は初の試みだったのですが、大変活発

交換が行われたので、

っています。」とのことで、有意義な研修と

交流会であったことがうかがわれます。
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全腎協では腎友会・送迎事業所の立ち上げ

を検討している方等を対象に、通院送迎に関

する勉強会、講演会への講師派遣を行ってお

ります。講師は、通院介護委員会の委員を中

心に、全腎協役員のほかテーマに合った人材

を派遣いたします。

通院送迎や介護保険、またその周辺知識に

関する講演会、勉強会、研修会等の催しの際

にぜひご活用下さい！

問い合わせ先

ＴＥＬ：

※お電話は 13

ます 

暑さきびしい折柄、

どうぞご自愛下さい

全腎協

契約時には、保全措置の有無や金額に

十分な確認を行う必要があ

。

行われました。交流会を

理事・久保寿光さん

の研修交流会でワークショップのスタイル

は初の試みだったのですが、大変活発

交換が行われたので、やって

っています。」とのことで、有意義な研修と

交流会であったことがうかがわれます。
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を検討している方等を対象に、通院送迎に関

する勉強会、講演会への講師派遣を行ってお

ります。講師は、通院介護委員会の委員を中

心に、全腎協役員のほかテーマに合った人材

を派遣いたします。 

通院送迎や介護保険、またその周辺知識に

関する講演会、勉強会、研修会等の催しの際

にぜひご活用下さい！ 
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どうぞご自愛下さい

全腎協 事務局

保全措置の有無や金額に

十分な確認を行う必要があ

を企画した「ほほえみ

久保寿光さんによると

の研修交流会でワークショップのスタイル

は初の試みだったのですが、大変活発

やってよかったなと思

っています。」とのことで、有意義な研修と

交流会であったことがうかがわれます。

《事務局より》《事務局より》《事務局より》《事務局より》
制度制度制度制度をごをごをごをご活用活用活用活用下さい！下さい！下さい！下さい！

では腎友会・送迎事業所の立ち上げ

を検討している方等を対象に、通院送迎に関
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ります。講師は、通院介護委員会の委員を中
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通院送迎や介護保険、またその周辺知識に

関する講演会、勉強会、研修会等の催しの際

 

5395-2631

～18：00

暑さきびしい折柄、 

どうぞご自愛下さい 

事務局 

保全措置の有無や金額に

十分な確認を行う必要があるといえ

企画した「ほほえみ

によると、「こ

の研修交流会でワークショップのスタイル

は初の試みだったのですが、大変活発な意見

よかったなと思

っています。」とのことで、有意義な研修と

交流会であったことがうかがわれます。 
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ります。講師は、通院介護委員会の委員を中

心に、全腎協役員のほかテーマに合った人材

通院送迎や介護保険、またその周辺知識に

関する講演会、勉強会、研修会等の催しの際
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ります。講師は、通院介護委員会の委員を中

心に、全腎協役員のほかテーマに合った人材
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