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１．ケアプランの「軽微な変更」について

居宅介護支援等に係る書類・事務手続きや業務負担等の取扱いについて、
厚生労働省労健局から各自治体に向けて通知が出されました。
（介護保険最新情報VOL.959参照）

この国通知では、「ケアプランの軽微な変更の内容について」等に関する
国の見解が示されています。

これを受けて杉並区では、内容を改めて整理し、杉並区の見解をここに
示します。
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①サービス提供の曜日変更

国通知 利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一
時的なもので、単なる曜日、日付の変更のよう
な場合には、「軽微な変更」に該当する場合が
あるものと考えられる。

杉並区の見解 国の見解のとおりであり、以下の場合は「軽微
な変更」と考える。
例：10/13利用予定であった通所介護のサービス
を、利用者の都合により、10/15に変更する。
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国通知 同一事業所における週１回程度のサービス利用回
数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該
当する場合があるものと考えられる。

杉並区の見解 国の通知では『サービス提供の週１回程度の増減
の場合は「軽微な変更」に該当する場合がある』
としているが、サービス提供の回数が恒常的に増
減する場合には利用者の心身状況や環境等の変化
により回数を変更していると考えるため、「軽微
な変更」として取り扱うことは認めていない。
ただし、利用者の心身状況や環境等の変化がなく、
一時的な場合は「軽微な変更」に該当する場合が
あると考える。

②サービス提供の回数変更
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国通知 利用者の住所変更については、「軽微な変更」に
該当する場合があるものと考えられる。

杉並区の見解 転居等、生活の拠点の変更を伴う住所変更は、日
常生活全般の中の変化と考える。アセスメントを
実施して日常生活全般の課題に変化がないか確認
して、サービス事業所への周知や意見の聞き取り
を行い、必要に応じて計画の変更を行うこと。つ
まり、「軽微な変更」に該当しないと考える。
※単なる住民票上の住所変更は「軽微な変更」に
該当すると考える。

③利用者の住所変更
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国通知 単なる事業所の名称変更については、「軽微な変
更」に該当する場合があるものと考えられる。

杉並区の見解 国の見解と同じ。

④事業所の名称変更
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国通知 単なる目標設定期間の延長を行う場合（ケアプラン上の目標設定
（課題や期間）を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長
する場合など）については、「軽微な変更」に該当する場合があ
るものと考えられる。

杉並区の見解 短期目標の「期間」の設定の理由について、老企第29号『介護
サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の掲示について』
（介護保険最新情報VOL.958参照）別紙３に『期間の終期に目標
の達成が図られているか居宅介護支援の評価を行うことにより、
例えば、長期間にわたって漫然とした支援を行うようなことを防
止する』と記載している。このことを踏まえて、短期目標の期間
を延長する際は、①モニタリングで目標の達成状況を確認（目標
の適切性・未達成の原因を踏まえる）して評価する②アセスメン
トで課題の変化を確認する、③変化がないと認められる状況を
サービス事業者に合意を得ることが必要であり、この結果、必要
に応じて計画の変更を行うこと。

⑤目標期間の延長
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国通知 福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わな
い用具の変更については、「軽微な変更」に該当
する場合があるものと考えられる。

杉並区の見解 国の見解と同じ。

⑥福祉用具で同等の用具に変更するに際して
単位数のみが異なる場合
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国通知 目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外
の原因による）単なる事業所変更については、
「軽微な変更」に該当する場合があるものと考え
られる。

杉並区の見解 国の見解のとおりであり、以下の場合は「軽微な
変更」と考える。
例：Ａ事業所を利用していたが、職員体制の問題
からＡ事業所でのサービス提供が困難になったた
め、事業所Ｂに変更する場合。

⑦目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の

原因による）単なるサービス提供事業所変更
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国通知 第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決す
べき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標
を達成するためのサービス内容
が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合
があるものと考えられる。

杉並区の見解 サービス内容の変更は、利用者の心身状況や環境
等の変化があったものと想定されるため、「軽微
な変更」に該当しないと考える。

⑧目標を達成するためのサービス内容が
変わるだけの場合
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国通知 契約している居宅介護支援事業所における担当介
護支援専門員の変更（但し、新しい担当者が利用
者はじめ各サービス担当者と面識を有しているこ
と。）のような場合には、「軽微な変更」に該当
する場合があるものと考えられる。

杉並区の見解 国の見解のとおりであり、以下の場合は「軽微な
変更」と考える。
例：同じ事業所内で担当介護支援専門員が変更す
る場合に、変更前から新しく担当者になる当該事
業所の介護支援専門員がサービス担当者会議に積
極的に参加するなど、新しい担当者が利用者・家
族をはじめ各サービス担当者と面識を有している
場合。

⑨担当介護支援専門員の変更 12



国通知 単なるサービス利用回数の増減（同一事業所における週１回
程度のサービス利用回数の増減など）については、「軽微な
変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当
者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないもので
はない。

杉並区の見解 国の通知では『単なるサービス利用回数の増減（同一事
業所における週１回程度のサービス利用回数の増減な
ど）については、「軽微な変更」に該当する場合もある
ものと考えられ』としているが、サービスの利用回数が
恒常的に増減する場合には利用者の心身状況や環境等の
変化により回数を変更していると考えるため、「軽微な
変更」として取り扱うことは認めていない。しかし、利
用者の心身状況や環境等の変化がなく、一時的な場合は
「軽微な変更」に該当する場合があると考える。

⑩サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性 13



【注意事項】
「軽微な変更」にあたる場合、必ず利用者の状態に変化がないかどうか
把握しなければならないと考える。
※その際は、国通知（介護保険最新情報VOL.959）にある以下の取扱いに沿って
確認すること。

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、
まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間（担当者間）の合意が
前提である。

その上で具体的には、
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」
（平成11年11月12日老企第29号）の「課題分析標準項目」等のうち、
例えば、

14



・「健康状態（既往歴、主傷病、病状、痛み等）」
・「ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）」
・「ＩＡＤＬ（調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等）」
・「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
・「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
・「社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等）」
・「排尿・排便（失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など）」
・「褥瘡・皮膚の問題（褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等）」
・「口腔衛生（歯・口腔内の状態や口腔衛生）」
・「食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）」
・「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）（妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、

不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等）」

等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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２．保険料滞納による給付制限について

支払方法変更（償還払い化）

給付額の減額
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《給付額の減額》

《支払方法変更（償還払い化）》
被保険者はサービス利用額の全額（10割）を事業者へ
支払い、区へ給付費の支給申請を行う。

【措置の開始】
●認定日の属する月の翌月1日

ただし、認定が更新後の認定有効期間開始日の前々月に行われる場合は、

●新たな認定有効期間の開始日

サービス利用時の自己負担が１・２割の方 ３割負担となる

サービス利用時の自己負担が３割の方 ４割負担となる
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18

【保険証への記載】給付制限と赤いスタンプが押される
第三面の「給付制限」欄に制限の内容が記載される

※給付額の減額は終了年月日の記載がある。
（減額期間が示されている。）

支払方法変更は滞納保険料の完納により終了となる。

内 容 期 間

給付額の減額 開始年月日 令和5年1月 1日
終了年月日 令和5年4月30日

支払方法変更 開始年月日 令和5年1月 1日
終了年月日



この仕組みはサービスの利用制限を目的とするものではありません。
より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることので
きるケアプラン作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だ
けでなく、多職種による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の
再検討を促すものです。

①訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプラン

②居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン

③高齢者向け住まい等対策のケアプラン

３．ケアプラン点検について
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ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活
援助中心型）を位置付けた場合、ケアマネジャーは保険者へ
そのケアプランの届出が必要です。

①訪問介護（生活援助中心型）の回数が多い
ケアプラン

要介護１ 27 回

要介護２ 34 回

要介護３ 43 回

要介護４ 38 回

要介護５ 31 回

※この回数には、身体介護に
引き続き生活援助が中心で
ある訪問介護を行う場合の
回数を含まない。

【厚生労働大臣が定める回数（１月あたり）】
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②居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン

【居宅介護支援事業所を抽出する要件】

居宅介護支援事業所ごとに見て、
（１）区分支給限度基準額の利用割合が７割以上

かつ
（２）その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」

※該当する事業所を区で抽出。
区から指定されたケアプランを届出。
（要介護度別に概ね１件ずつ指定。）
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③高齢者向け住まい等対策のケアプラン

【抽出要件】
居宅介護支援事業所ごとに見て、
（１）区分支給限度基準額の利用割合が７割以上

かつ
（２）その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」

及び「通所介護サービス」

【対象事業所】
高齢者向け集合住宅等に併設等している居宅介護支援事業所

※該当する事業所を区で抽出。
区から指定されたケアプランを届出。
（要介護度別に概ね１件ずつ指定。）
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提出書類等（①～③共通）

【届出後の対応】
届出のあったケアプランについて、多職種の区職員で構成す
る点検会議において検証を行います。検証の結果、サービス
内容の是正を求める場合があります。書面による点検を基本
としますが、点検会議で計画作成者等に説明をお願いする場
合があります。

【届出・提出書類】
（１）居宅サービス計画書「第１表」～「第７表」の写し
（２）基本情報（フェイスシート）の写し
（３）課題分析表（アセスメントシート）の写し
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４．生計困難者等に対する利用者負担軽減事業のご案内

「生計困難者等に対する利用者負担軽減事業」とは

介護サービスの利用者のうち、所得が低い方で、一定の要件を満たす方
等の利用者負担額（介護サービスにかかる費用の利用者負担、食費・居
住費負担等）の一部を助成し、負担を軽減することで、サービスの利用
を促進する事業。

24



世帯全員が住民税非課税で、

次の要件を全て満たし、区が生計困難と認めた方
(1)年間収入が150万円以下

（単身世帯の場合の額。世帯人数が1人増えるごとに50万円を加えた額）

(2)預貯金額が350万円以下
（単身世帯の場合の額。世帯人数が1人増えるごとに100万円を加えた額）

(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

（所得税や住民税の控除対象扶養者ならびに医療保険の被扶養者となっていないこと。）

(5)介護保険料を滞納していないこと。

①軽減を受けることができる方

→区へ申請し、「確認証」の交付を受ける。
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〇本事業により軽減対象者が軽減を受けることができる事業所は、
都及び区に事業実施の申出（届出）を行った事業所（軽減実施事業
所）のみです。
申出を行っていない事業所では、軽減を受けることはできません。

〇軽減実施事業所は、東京都福祉局のHPで確認ができます。
（東京都福祉保健局のホームページ⇒分野別のご案内⇒「高齢者」⇒介護保険＞東京都介護サービス
情報⇒事業者に関する情報(指定状況、負担軽減等)⇒生計困難者等に対する負担軽減事業）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/keigen.html

〇本事業では、利用者の方の軽減に要する費用の一部を、軽減実施事
業所にご負担いただいております

②軽減実施事業所
26
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介護サービスの利用者負担、食費、居住費（滞在費）の
４分の１を軽減

③軽減率

④補助金

③の軽減に要した額の1/2を、杉並区から補助金として事業所へ支払う
※軽減した額を、公費（区からの補助金）と事業所で折半して負担

※高額介護サービス費の負担上限額が15,000円の方は、以下のサービス
を利用した際の利用者負担（1割）は軽減の対象となりません。
（食費と居住費のみ軽減対象となります。）

〇介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〇小規模多機能型居宅介護
〇看護小規模多機能型居宅介護
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〇軽減に要する費用は、軽減実施を申し出ていただいたサービス提供
事業所の方と区の補助金で共同で負担する仕組みとなっており、事
業実施には事業者の方のご協力が不可欠です。

〇制度の趣旨をご理解いただき、事業実施にご協力くださるようお願
いします。

〇軽減事業にご協力いただける場合は、「軽減申出書」を東京都と区
へご提出ください。

⑤お願い
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５．給付費通知について

給付費通知とは、介護保険事業所からどのようなサービスをどのくらい
利用したかをお知らせするとともに、介護保険事業に対する理解を深め
ていただくことを目的として、利用者へ送付しています。
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【発送時期】
＜１回目＞ ８月（４月～６月サービス利用分）

＜２回目＞ ２月（10月～12月サービス利用分）

【お願い】
ご利用者本人やご家族からサービス内容などについて問い合わせが
ありましたら、説明をお願いします。
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６．福祉用具貸与の軽度者申請について

軽度者の福祉用具貸与は、本来必要性の低い要支援１・２及び
要介護１の方に対し、医学的な所見に基づき、適切なケアマネ
ジメントにより必要であると認められた場合に例外的に保険給
付として認めるもの。

①軽度者への福祉用具貸与確認申請書
②サービス担当者会議の要点（第４表）の写し２部
③主治医意見書、医師の診断書等の写し等
※必ずしも文書による必要はなく、電話等による聞き取りでも可。ただしその場合、サービス担当者
会議の要点に、病院名、医師名、聞き取りした日付と方法、内容を記載してください。

（１）提出書類

【区への申請手続】
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（３）提出期限
・新規申請、更新、区分変更中の場合・・・認定日から1か月以内
・認定有効期間中の場合・・・・・・・・・貸与開始日から1か月以内
※上記期限を過ぎた場合は、貸与有効期間は申請を受け付けた月の初日から
※新規に福祉用具貸与を利用する際はサービス担当者会議開催日が貸与開始日

（２）軽度者申請が必要な場合
・新規に福祉用具貸与を利用する場合
・認定更新の場合
・区分変更の場合
・居宅介護支援事業所に変更があった場合
・軽度者申請が必要な福祉用具貸与に係る変更があった場合
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（２）サービス担当者会議で必要性を検討し、判断すること
医師が福祉用具の必要性を判断するのではありません。
医師の意見を参考に福祉用具の例外給付が自立支援に役立つかを
検討し、サービス担当者会議において必要性を判断してください。

検討した内容を、サービス担当者会議の要点に記載してください。

（１）サービス担当者会議の前に医師の意見を確認すること
サービス担当者会議開催前に、主治医の意見を入手（電話等での
聞き取りでも可）してください。
医師の所見がサービス担当者会議において利用者の状態像を判断、
または福祉用具の必要性を判断する際の基礎となります。
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国保連合会から提供されるデータに基づき、軽度者申請の
縦覧点検を実施しています。

申請が必要と思われるケースで、申請がない場合は、電話等
で状況を確認しています。

申請が必要なケースであるにも関わらず、申請がない場合は、
遡って給付費を返還していただくことがありますので、申請
漏れのないようご注意ください。

【縦覧点検の実施】
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「受講報告兼アンケート」の入力のお願い

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

🕒入力期限：３月３１日（金曜日）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
トップページ＞くらしのガイド＞
税金・保険・年金＞介護保険＞
介護保険事業者の方向け情報＞
令和３年度介護保険サービス事業者
集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード



制作・著作 杉並区

ご視聴ありがとうございました。


