社会参加と介護予防効果の関係について
スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や
認知症やうつのリスクが低い傾向がみられる。
調査方法
2010年8月～2012年1月にかけて，北海道，東北，関東，東海，関西，中国，
九州，沖縄地方に分布する31自治体に居住する高齢者のうち，要介護認定
を受けていない高齢者169,201人を対象に，郵送調査（一部の自治体は訪
問調査）を実施。
112,123人から回答。
（回収率66.3%）

スポーツ組織への参加割合が高い地域ほど、
過去1年間に転倒したことのある前期高齢者が少ない相関が認められた。

【研究デザインと分析方法】
研究デザイン：横断研究
分析方法：地域相関分析

JAGES（日本老年学的評価研究）プ
ロジェクト
趣味関係のグループへの参加割合が高い地域ほど、
うつ得点（低いほど良い）の平均点が低い相関が認められた。

図表については、厚生労働科学研究班（研究代表者：近藤克則氏）からの提供

ボランティアグループ等の地域組織への参加割合が高い地域ほど、
認知症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない相関が認められた。
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これからの介護予防の具体的アプローチについて
リハ職等を活かした介護予防の機能強化

○ リハ職等が、ケアカンファレンス等に参加することにより、疾病の特徴を踏まえた生活行為の改善の見通しを立
てることが可能となり、要支援者等の有する能力を最大限に引き出すための方法を検討しやすくなる。
○ リハ職等が、通所と訪問の双方に一貫して集中的に関わることで、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な
アセスメントに基づくADL訓練やIADL訓練を提供することにより、「活動」を高めることができる。
○ リハ職等が、住民運営の通いの場において、参加者の状態に応じて、安全な動き方等、適切な助言を行うことに
より、生活機能の低下の程度にかかわらず、様々な状態の高齢者の参加が可能となる。
住民運営の通いの場の充実

○ 市町村が住民に対し強い動機付けを行い、住民主体の活動的な通いの場を創出する。
○ 住民主体の体操教室などの通いの場は、高齢者自身が一定の知識を取得した上で指導役を担うことにより役割
や生きがいを認識するとともに、幅広い年齢や状態の高齢者が参加することにより、高齢者同士の助け合いや学び
の場として魅力的な場になる。また、参加している高齢者も指導者として通いの場の運営に参加するという動機づけ
にもつながっていく。
○ 市町村の積極的な広報により、生活機能の改善効果が住民に理解され、更に、実際に生活機能の改善した参
加者の声が口コミ等により拡がることで、住民主体の通いの場が新たに展開されるようになる。
○ このような好循環が生まれると、住民主体の活動的な通いの場が持続的に拡大していく。
高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進

○ 定年後の社会参加を支援する等を通じて、シニア世代に担い手になってもらうことにより、社会的役割や自己実
現を果たすことが、介護予防にもつながる。
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新しい介護予防事業
○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチができるように介護予防事業を見直す。
○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に
拡大していくような地域づくりを推進する。
○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

現行の介護予防事業

一般介護予防事業
・介護予防把握事業

一次予防事業
・ 地域介護予防活動支援事業
・ 一次予防事業評価事業

二次予防事業
・ 二次予防事業対象者の
把握事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

・ 通所型介護予防事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり
等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな
げる。

・ 介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・ 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・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。

・ 訪問型介護予防事業
・ 二次予防事業評価事業

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防・
日常生活支援総合事業

・ 介護予防普及啓発事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の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。

介護予防・生活支援サービス事業
※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、 介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施
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要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行（介護予防・生活支援サービス事業）
○ 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問
介護、通所介護は、事業にすべて移行（平成２９年度末まで）
○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

新しい総合事業によるサービス

予防給付によるサービス

（介護予防・生活支援サービス事業）
・訪問型サービス

・訪問介護

・通所型サービス
・通所介護

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修
など

訪問介護、通所介護
について事業へ移行

・生活支援サービス
（配食・見守り等）

・多様な担い手による生活支援
・ミニデイなどの通いの場
・運動、栄養、口腔ケア等の教室
・介護事業所による訪問型・通所
型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進
※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可

従来通り
予防給付で行う

15

予防給付の見直しと生活支援サービスの充実
○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移
行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。
○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支
援。高齢者は支え手側に回ることも。

地域支援事業

予防給付
（全国一律の基準）

移行

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

訪問介護

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

移行

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

サービスの充実
・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

同時に実現
費用の効率化

通所介護
ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場
リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与

する教室

介護予防・生活支援の充実
・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる
・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・住民主体のサービ
ス利用の拡充
・認定に至らない
高齢者の増加
・重度化予防の推進
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総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業）
○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

（２） 一般介護予防事業
○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及び
その支援のための活動に関わる者。
事業

事業

内容

訪 問 型 サ ー ビ 要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活
ス
上の支援を提供
通 所 型 サ ー ビ 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など
ス
日常生活上の支援を提供
その他の生活 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配
支援サービス 食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供
介 護 予 防 ケ ア 要支援者等に対し、総合事業によるサービス
マネジメント
等が適切に提供できるようケアマネジメント

内容

収集した情報等の活用により、閉じこ
介護予防把握事
もり等の何らかの支援を要する者を把
業
握し、介護予防活動へつなげる
介護予防普及啓
介護予防活動の普及・啓発を行う
発事業
地域介護予防活 住民主体の介護予防活動の育成・支
動支援事業
援を行う
介護保険事業計画に定める目標値の
一般介護予防事
達成状況等を検証し、一般介護予防
業評価事業
事業の評価を行う
介護予防の取組を機能強化するため、
地域リハビリテー
通所、訪問、地域ケア会議、住民主体
ション活動支援事
の通いの場等へのリハビリ専門職等
業
による助言等を実施

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。
※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン
ターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。
※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利
用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。
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【参考】総合事業の概要
○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。
○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護
予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。
○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サー
ビス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。
※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

従 来 の 要 支 援 者
要支援認定

要 支 援 者

基本チェックリスト※で判断

介護予防・生活支援サービス事業対象者

※２次予防事業対象者把
握のための基本チェックリ
ストの配布は行わない

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防給付

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防・生活支援サービス事業

総合事業

①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）
※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）
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サービスの類型
○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村
は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏
まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。

①訪問型サービス

※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。
基準

現行の訪問介護相当

サービス
種別

①訪問介護

サービス
訪問介護員による身体介護、生活援助
内容

対象者と
サービス
提供の考
え方

多様なサービス
②訪問型サービスＡ

③訪問型サービスＢ

④訪問型サービスＣ

⑤訪問型サービスＤ

（緩和した基準によるサービス）

（住民主体による支援）

（短期集中予防サービス）

（移動支援）

生活援助等

住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース
（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある
症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービ
スが特に必要な者 等

○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

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース
・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース
※3～6ケ月の短期間で行う

※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。

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）

訪問介護員（訪問介護事業者）

主に雇用労働者

ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

訪問型サービスＢ
に準じる
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②通所型サービス

※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保
健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。
基準

現行の通所介護相当

サービス
種別

① 通所介護

サービス 通所介護と同様のサービス
内容
生活機能の向上のための機能訓練
○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
対象者と 継続が必要なケース
サービス提 ○「多様なサービス」の利用が難しいケース
供の考え ○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
方

※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。

多様なサービス
② 通所型サービスＡ

③ 通所型サービスＢ

④ 通所型サービスＣ

（緩和した基準によるサービス）

（住民主体による支援）

（短期集中予防サービス）

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

・ADLやIADLの改善に向けた
○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多 支援が必要なケース 等
様なサービス」の利用を促進
※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）

③その他の生活支援サービス
○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪
問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一
体的提供等）からなる。
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【参考】「通所型サービスＢ」と「地域介護予防活動支援事業」の比較
事業

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

サービス種別

通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

地域介護予防活動支援事業
（通いの場関係）

サービス内容

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通
いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・定期的な交流会、サロン
・会食等

介護予防に資する住民運営の通いの場づくり
・体操、運動等の活動
・趣味活動等を通じた日中の居場所づくり
・交流会、サロン等

要支援者等

主に日常生活に支障のない者であって、通いの場
に行くことにより介護予防が見込まれるケース

対象者とサービス
提供の考え方
実施方法

運営費補助／その他補助や助成

委託／運営費補助／その他補助や助成

市町村の負担方法

運営のための事業経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

人数等に応じて月・年ごとの包括払い
／運営のための間接経費を補助
／家賃、光熱水費、年定額 等

ケアマネジメント

あり

なし

利用者負担額

サービス提供主体が設定
（補助の条件で、市町村が設定することも可）

市町村が適切に設定（補助の場合は
サービス提供主体が設定することも可）

サービス提供者（例）

ボランティア主体

地域住民主体

備考

※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
※一般介護予防事業等で行うサロンと異なり、要支援者等 ※食事代などの実費は報酬の対象外（利用者負担）
を中心に定期的な利用が可能な形態を想定
※通いの場には、障害者や子どもなども加わることができる。
※通いの場には、障害者や子ども、要支援者以外の高齢者 （共生型）
なども加わることができる。（共生型）

21

市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策など地域支援事業の充実
１１８億円（公費：２３６億円）

参考

○ 地域包括ケア実現に向けた、充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。
○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し、サービスの多様化を図る。
○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。
※「医療・介護連携強化」「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外の実
施主体に事業を委託することも可能

平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市
町村の取組を支援する。
在宅医療・介護連携

認知症施策

地域ケア会議

生活支援の充実・強化

１３億円（公費：２６億円）

２８億円（公費：５６億円）

２４億円（公費：４７億円）

５４億円（公費：１０７億円）

地域の医療・介護関係者
による会議の開催、在宅
医療・介護関係者の研修
等を行い、在宅医療と介護
サービスを一体的に提供
する体制の構築を推進

初期集中支援チームの関与
による認知症の早期診断・早
期対応や、地域支援推進員
による相談対応等を行い、認
知症の人本人の意思が尊重
され、できる限り住み慣れた
地域のよい環境で自分らしく
暮らし続けることができる地
域の構築を推進

地域包括支援センター等
において、多職種協働によ
る個別事例の検討等を行
い、地域のネットワーク構
築、ケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を推進

生活支援コーディネーター
の配置や協議体の設置等
により、担い手やサービス
の開発等を行い、高齢者
の社会参加及び生活支援
の充実を推進

※１ 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。（財源は、消費税の増収分を活用）
※２ 上記の地域支援事業（包括的支援事業）の負担割合は、国39％、都道府県19.5％、市町村19.5％、１号保険料22％
※３ 金額は四捨五入により、億円単位にまとめているため、合計額は一致していない。
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新しい包括的支援事業（新規４事業）の「標準額」について
以下の①～④の算定式の合計額を「標準額」とし、これを基本として、各市町村の実情に応じて算定した額
とする。
※平成２９年度まで（実施の猶予期間）においては、①から④の実施する事業に係る算定式の合計額とする。
※４事業の合計額（「標準額」）の範囲内で柔軟に実施ができる
※市町村の日常生活圏域の設定状況、地域包括支援センターの整備状況及び事業の進捗等を踏まえて、必要に応
じて「標準額」を超えることも可能であり、その場合は厚生労働省に追加額を協議して定めた額まで事業を実施する
ことを可能とする。 （次項に追加協議の参考例）

①生活支援体制整備事業

③在宅医療・介護連携推進事業

■第１層 8,000千円
※指定都市の場合は、行政区の数を乗じる

■第２層 4,000千円 × 日常生活圏域の数

■基礎事業分 1,058千円
■規模連動分 3,761千円 × 地域包括支援センター数

※日常生活圏域が一つの市町村は、第１層分のみを算定。

②認知症施策推進事業
■認知症初期集中支援事業

④地域ケア会議推進事業
10,266千円

※指定都市の場合は、行政区の数を乗じる

■1,272千円 × 地域包括支援センター数

■認知症地域支援・ケア向上推進事業 6,802千円
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＜標準額を超える協議の例＞
生活支援体制整備事業
○日常生活圏域の中にサブセンターやブランチなどを設置した小圏域を設定しており、生活支援コーディネーター
や協議体を当該小圏域単位に配置
○第２層における生活支援コーディネーターに、専門職などを配置
○１つの日常生活圏域に生活支援コーディネーターや協議体を複数配置

認知症施策推進事業
○認知症初期集中支援チームについて、市町村の規模が大きく、かつ、施策の対象となる者が多く見込まれること
が明らかな場合
○認知症地域支援推進員について、市町村の規模が大きく、かつ、地域での相談件数やサービス事業所等の数も
多い場合

在宅医療・介護連携推進事業
○医療機関数・介護事業者数が多いため、資源把握にかかる調査を重点的に実施
○医療ニーズの高い要介護者が多く、在宅医療・介護連携に関する相談窓口を複数設置する必要がある
○多職種研修や普及啓発事業などについて、山間部や離島等、会場へのアクセスが難しいために、通常以上に開
催しなければならない

地域ケア会議推進事業
○通常の地域ケア会議に加え、地域包括支援センターの後方支援等を行う基幹的機能を有するセンター等が、自らの
担当地区以外の支援困難事例を検討する会議や多数の専門職が必要な会議を開催する場合
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