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P16 

【市窓口（各支所）で基

本チェックリストを実施

した場合】 

 

②本人等へ様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）

届出書」を記載してもらい，被保険者証を回収する。 

 

②本人等へ様式 3「介護予防サービス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼（変更）届出書」を記載してもらい，

被保険者証を回収する。 

P17 

【市窓口（各支所）で基

本チェックリストを実施

した場合】（前ページ続

き） 

 

⑤様式 1「基本チェックリスト」を高齢福祉課介護予防・認

知症担当へ，様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出書」を介護保険課介護サービス担当へ送達する。 

 

⑤様式 1「基本チェックリスト」と様式 3「介護予防サービ

ス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出

書」を高齢福祉課介護予防・認知症担当へ送達する。 

 

P17 

【包括・居宅が訪問によ

り基本チェックリストを

実施した場合】 

 

②本人等へ様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）

届出書」を記載してもらい，被保険者証を回収し，基本チ

ェックリスト実施日，有効期間，担当包括が記載された被

保険者証（要介護等認定申請も行っている場合は資格者

証）を後日交付する旨を説明する。 

 

②本人等へ様式 3「介護予防サービス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼（変更）届出書」を記載してもらい，

被保険者証を回収し，基本チェックリスト実施日，有効期

間，担当包括が記載された被保険者証（要介護等認定申請

も行っている場合は資格者証）を後日交付する旨を説明す

る。 
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修正箇所 修正前 修正後 

P17 

【包括・居宅が訪問によ

り基本チェックリストを

実施した場合】 

 

③様式 1「基本チェックリスト」，様式 3「介護予防ケアマネ

ジメント依頼（変更）届出書」，回収した被保険者証を高

齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口または東部４支所へ持

参する。 

 

⑤高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口職員は，様式 1「基

本チェックリスト」を高齢福祉課介護予防・認知症担当へ，

様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」

を介護保険課介護サービス担当へ引き継ぐ。 

③様式 1「基本チェックリスト」，様式 3「介護予防サービス

計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」，

回収した被保険者証を高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓

口または東部４支所へ持参する。 

 

⑤高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口職員は，様式 1「基

本チェックリスト」と様式 3「介護予防サービス計画作成・

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を高齢福

祉課介護予防・認知症担当へ引き継ぐ。 

P25 

ポイント『モニタリング・

評価の結果，要介護等認

定申請が必要になった場

合の対応』 

※居宅（介護予防）サービス計画作成依頼届出書の提出につ

いては，Ｐ37「介護予防ケアマネジメント依頼届出書等の

提出」参照 

※居宅サービス計画作成依頼届出書の提出については，Ｐ37

「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント

依頼届出書等の提出」参照 

P25 

ポイント『モニタリング・

評価の結果，状態の改善

および施設入所等によ

り，サービス事業の利用

が不要となった場合の対

応』 

・サービス事業終了日以降に，様式 4「介護予防ケアマネジ

メント依頼終了届出書」を提出する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス事業終了日以降に，様式 4「居宅（介護予防）サ

ービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼終了届出

書」を提出する 
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修正箇所 修正前 修正後 

P27 

【包括・居宅が訪問によ

り基本チェックリストを

実施した場合】 

 

①要支援認定者が事業対象者となる場合は，本人等へ様式 3

「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を記載

してもらう。（事業対象者の更新の場合は不要） 

 

②被保険者証を回収し，基本チェックリスト実施日を更新

（記載）した被保険者証を後日交付する旨を説明する。 

 

③様式 1「基本チェックリスト」，様式 3「介護予防ケアマネ

ジメント依頼（変更）届出書」，回収した被保険者証を高

齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口または東部４支所へ持

参する。 

 

④高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口職員は，介護保険シ

ステムで，基本チェックリスト実施日，有効期間を入力し，

新しい被保険者証を交付する。要支援認定者が事業対象者

となる場合は，要支援認定の有効期間の満了日まで有効な

資格者証を合わせて交付する。 

 

⑤高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口職員は，様式 1「基

本チェックリスト」を高齢福祉課介護予防・認知症担当へ，

様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」

を介護保険課介護サービス担当へ引き継ぐ。なお，委託し

ているケースについては，包括から居宅へ送達する。 

 

 

削除 

 

 

 

①被保険者証を回収し，基本チェックリスト実施日を更新

（記載）した被保険者証を後日交付する旨を説明する。 

 

②様式 1「基本チェックリスト」，回収した被保険者証を高

齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口または東部４支所へ持

参する。 

 

 

③高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口職員は，介護保険シ

ステムで，基本チェックリスト実施日，有効期間を入力し，

新しい被保険者証を交付する。要支援認定者が事業対象者

となる場合は，要支援認定の有効期間の満了日まで有効な

資格者証を合わせて交付する。 

 

④高齢福祉課高齢者・介護総合相談窓口職員は，様式 1「基

本チェックリスト」を高齢福祉課介護予防・認知症担当へ

引き継ぐ。 
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修正箇所 修正前 修正後 

P28 

【包括・居宅が訪問によ

り基本チェックリストを

実施した場合】（前ページ

続き） 

 

⑥高齢福祉課介護予防・認知症担当は，様式 1「基本チェッ

クリスト」の記載内容を確認し，コピーをした上で担当包

括へ送達する。 

 

⑦包括・居宅は，⑥で送達された様式 1「基本チェックリス

ト」のコピーを一部とり，④で交付された被保険者証（資

格者証）と合わせて本人に交付する。 

⑤高齢福祉課介護予防・認知症担当は，様式 1「基本チェッ

クリスト」の記載内容を確認し，コピーをした上で担当包

括へ送達する。 

 

⑥包括・居宅は，⑤で送達された様式 1「基本チェックリス

ト」のコピーを一部とり，③で交付された被保険者証（資

格者証）と合わせて本人に交付する。 

P28 

【市窓口（高齢福祉課）

で基本チェックリストを

実施した場合】 

 

①事業対象者がサービス事業の利用を希望する場合，包括が

介護予防ケアマネジメントを行うこと，そのために様式 1

「基本チェックリスト」を包括へ送達する旨を説明し，同

意を得る。 

 

②本人等へ様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）

届出書」を記載してもらい，被保険者証を回収する。 

 

③介護保険システムで，基本チェックリスト実施日，有効期

間，担当包括名を入力し，新しい被保険者証を印字する。

要支援認定者が事業対象者となる場合は，要支援認定の有

効期間の満了日まで有効な資格者証を合わせて交付する。 

 

④様式 1「基本チェックリスト」をコピーし，③で印字した

被保険者証（資格者証）と合わせて本人に交付し，後日，

包括から連絡する旨を伝える。 

 

 

①事業対象者がサービス事業の利用を希望する場合，包括が

介護予防ケアマネジメントを行うこと，そのために様式 1

「基本チェックリスト」を包括へ送達する旨を説明し，同

意を得て，被保険者証を回収する。 

 

削除 

 

 

②介護保険システムで，基本チェックリスト実施日，有効期

間，担当包括名を入力し，新しい被保険者証を印字する。

要支援認定者が事業対象者となる場合は，要支援認定の有

効期間の満了日まで有効な資格者証を合わせて交付する。 

 

③様式 1「基本チェックリスト」をコピーし，②で印字した

被保険者証（資格者証）と合わせて本人に交付し，後日，

包括から連絡する旨を伝える。 
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  サービス種別 種類 項 目 サービス内容略称 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

国基準訪問型サービス 

H27.3.31時点で指定を受けていた 

介護予防訪問介護事業所 

Ａ1 

 

 

国基準訪問型サービス 

H27.4.1以降に指定を受けた 

介護予防訪問介護事業所 

Ａ2   

訪問型Ａ 

H29.4.1から訪問型Ａを提供する 

事業所 

Ａ3   

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

国基準通所型サービス 

H27.3.31時点で指定を受けていた 

介護予防通所介護事業所 

Ａ5   

国基準通所サービス 

H27.4.1以降に指定を受けた 

介護予防通所介護事業所 

Ａ6   

通所型Ｃ 

H29.4.1から通所型 Cを提供する 

事業所 

Ａ7   

介護予防ケアマネジメント費  

1001 ケアマネジメントＡ 

1002 ケアマネジメントＡ・初回 

1003 ケアマネジメントＡ・連携 

1004 ケアマネジメントＡ・初回・連携 

3001 ケアマネジメントＣ 

 

実際のサービスコードについては，

市ホームページを参照。 

  

 サービス種別 種類 項 目 サービス内容略称 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

国基準訪問型サービス 

H27.3.31時点で指定を受けていた 

介護予防訪問介護事業所 

Ａ1 

 

 

国基準訪問型サービス 

H27.4.1以降に指定を受けた 

介護予防訪問介護事業所 

Ａ2   

訪問型Ａ 

H29.4.1から訪問型Ａを提供する 

事業所 

Ａ3   

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

国基準通所型サービス 

H27.3.31時点で指定を受けていた 

介護予防通所介護事業所 

Ａ5   

国基準通所サービス 

H27.4.1以降に指定を受けた 

介護予防通所介護事業所 

Ａ6   

通所型Ｃ 

H29.4.1から通所型 Cを提供する 

事業所 

Ａ7   

介護予防ケアマネジメント費  

1001 ケアマネジメントＡ 

1002 ケアマネジメントＡ・初回 

1003 ケアマネジメントＡ・連携 

1004 ケアマネジメントＡ・初回・連携 

2001 
ケアマネジメントＡ 

（代理受領委任状無） 

2002 
ケアマネジメントＡ・初回 

（代理受領委任状無） 

2003 
ケアマネジメントＡ・連携 

（代理受領委任状無） 

2004 
ケアマネジメントＡ・初回・連携 

（代理受領委任状無） 

3001 ケアマネジメントＣ 

 

実際のサービスコードについては，

市ホームページを参照。 

修正箇所 修正前 修正後 

P28 

【市窓口（高齢福祉課）

で基本チェックリストを

実施した場合】（続き） 

 

⑤様式 1「基本チェックリスト」を高齢福祉課介護予防・認

知症担当へ，と様式 3「介護予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出書」を介護保険課介護サービス担当へ引き継ぐ。 

 

⑥高齢福祉課介護予防・認知症担当職員は，様式 1「基本チ

ェックリスト」のコピーを担当包括へ送達する。 

 

④様式 1「基本チェックリスト」を高齢福祉課介護予防・認

知症担当へ引き継ぐ。 

 

 

⑤高齢福祉課介護予防・認知症担当職員は，様式 1「基本チ

ェックリスト」のコピーを担当包括へ送達する。 

 

P34 

表１２ 介護予防・日常

生活支援総合事業単位数

サービスコード 
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修正箇所 修正前 修正後 

P37 

５ 住民登録地や保険者

が居住市町村と異なる場

合の取り扱い 

 

住民登録地や保険者が居住市町村と異なる場合には，介護予

防ケアマネジメント依頼届出書（基本チェックリストの提出

先）等が下記のとおりとなる。 

 

 

住民登録地や保険者が居住市町村と異なる場合には，介護予

防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書

（基本チェックリストの提出先）等が下記のとおりとなる。 

  

 

P37 

６ 介護予防ケアマネジ

メント依頼届出書等の提

出 

 

６ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書等の提出 

 

 

・ 事業対象者が要介護等認定を受けた場合や要介護等認

定を受けていた者が事業象者となった場合等，利用者区分

が変更になった場合は，様式３「介護予防ケアマネジメン

ト依頼（変更）届出書」または居宅（介護予防）サービス

計画作成依頼（変更）届出書の提出が必要である。（図３） 

６ 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書 

  等の提出 

 

・ 事業対象者または要支援者が要介護者となった場合は，

「居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書」の提出が

必要である。（図３） 

・ 要介護者が事業対象者または要支援者となった場合は，

様式３「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネ

ジメント依頼（変更）届出書」の提出が必要である。（図

３） 

  

 

 Ａ Ｂ Ｃ 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

函館市の包括 

→他市町村の居宅 

函館市の包括 

他市町村の包括 

→函館市の居宅 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ依頼届

（基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの提出先） 
函館市 

函館市 

→他市町村 

他市町村 

ｻｰﾋﾞｽ事業利用の可否 

函館市の指定を受けてい

る事業所は利用可能 

ただし，サービス内容は

函館市の実施内容のみ 

函館市のサービス事業

の利用が可能 

他市町村の指定を受けて

いる事業所は利用可能 

ただし，サービス内容は 

他市町村の実施内容のみ 

費用負担 函館市 他市町村 他市町村 

 

 Ａ Ｂ Ｃ 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

函館市の包括 

→他市町村の居宅 

函館市の包括 

他市町村の包括 

→函館市の居宅 

介護予防サービス計画作成・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ依頼届

（基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄの提出先） 

函館市 

函館市 

→他市町村 

他市町村 

ｻｰﾋﾞｽ事業利用の可否 

函館市の指定を受けてい

る事業所は利用可能 

ただし，サービス内容は

函館市の実施内容のみ 

函館市のサービス事業

の利用が可能 

他市町村の指定を受けて

いる事業所は利用可能 

ただし，サービス内容は 

他市町村の実施内容のみ 

費用負担 函館市 他市町村 他市町村 



7 

 

 

修正箇所 修正前 修正後 

P38 

６ 介護予防ケアマネジ

メント依頼届出書等の提

出（前ページからの続き） 

 

・ 要支援認定を受けていた者が，給付によるサービス利

用から，事業によるサービス利用に切り替わる際な

ど，利用するサービスの種類が変更になった場合は，

様式３「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出

書」または居宅（介護予防）サービス計画作成依頼

（変更）届出書の提出は不要である。 

削除 
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図 3 利用者区分およびサ

ービスの種類の変更に伴

う届出の必要性 
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表 14 利用者区分および

サービスの種類の変更に

係る届出内容 
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修正箇所 修正前 修正後 

P49 

様式３ 介護予防ケアマ

ネジメント依頼（変更）届

出書 
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修正箇所 修正前 修正後 

P50 

様式４ 介護予防ケアマ

ネジメント依頼終了届出

書 

 

 

 

 

 


