
  

平成２６年度通所型介護予防事業受託者募集について 

平成２６年度通所型介護予防事業受託者募集要領 

 
 くすのき広域連合では、平成２６年度通所型介護予防事業の受託事業者を下記のとおり募集します。 

生活圏域ごとに募集し、運動器の機能向上に栄養改善、口腔機能の向上プログラムを組みあわせて実

施するものとします。 

従って、運動器の機能向上、栄養改善及び口腔機能の向上プログラム全部を実施できることが条件です。 

   （なお、募集要領はくすのき広域連合ホームページでも閲覧・印刷が可能です。） 

記 

１． 事業の目的 

   二次予防事業対象者に対し、運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム及び口腔機能の向上

プログラムを組み合わせて通所型介護予防事業を行うことにより、二次予防事業対象者が要介護状態又は

要支援状態となることを予防することを通じて、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、

活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的とします。 

２．対象者 

くすのき広域連合が指定する二次予防事業対象者とします。 

 

二次予防事業対象者とは 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１項の要介護状態又は同条第２項の要支援状態となる

おそれの高い虚弱な状態にあると認められる６５歳以上の者をいいます。 

３．業務内容 

「地域支援事業実施要綱（平成18年６月９日付老発０６０９００１号厚生労働省老健局長通知 平成24年４

月６日付最終改正老発 0406 第２号）」、「くすのき広域連合通所型介護予防事業実施要綱」及び基準（資

料１～３）に基づき、次に掲げる運動器の機能向上に栄養改善、口腔機能の向上プログラムを組み合わせ

て実施するものとします。 

 事業実施にあたっては、厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html）に掲載されている、介護予防マニュアル（改定版）

の運動器の機能向上マニュアル、栄養改善マニュアル、口腔機能の向上マニュアルを、具体的な事業の

流れは資料４を参照してください。 

（１）運動器の機能向上プログラム（詳細は資料１） 

  運動器の機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、理学療法士等を中心に看護職員、

介護職員等が協働して運動器の機能向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき有酸素運動、スト

レッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施します。（機器を使用しない機能的トレーニングも可能です） 

（２）  栄養改善プログラム（詳細は資料２） 

低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄養士が看護職員、介護職員等と協働 

して栄養状態を改善するための個別の計画を作成し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な栄 

養教育等を実施します。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/051221/index.html


  

（３）口腔機能の向上プログラム（詳細は資料３） 
口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、歯科衛生士等が看護職員、介護職 

員等と協働して口腔機能の向上に係る個別の計画を作成し、当該計画に基づき摂食・嚥下機能訓練, 
口腔清掃を実施します。 

４． 実施方法及び安全管理 

実施状況については、介護予防ケアマネジメント業務を実施する地域包括支援センターに必ず報告するこ

ととします。 

なお、地域包括支援センターにより介護予防ケアプランが作成されている場合は、これを踏まえ実施するこ

ととします。 

また、安全に事業を実施するために、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備し、常に安全 

管理に配慮し実施することとします。 

   なお、送迎は委託の条件ではありませんが、実施場所の地理的条件と併せて選定材料とします。 

５． 実施場所 

受託者がくすのき広域連合の定めた各日常生活圏域内に用意し、くすのき広域連合が適当と認める施設

で実施するものとします。ただし、くすのき広域連合が日常生活圏域ごとの実施が困難と認めた場合はこの

限りではありません。 

１回あたりの実施時間は、概ね１時間から２時間の範囲とし、プログラムにより決定するものとします。 

６． 実施回数 

１クール１２週とします。（資料１～３参照） 

７． 利用人数 

１回あたりの利用人数は、概ね１５人とします。ただし、応募者が５人未満のときは実施しません。 

８． 委託期間 

平成２６年９月１日～平成２７年３月３１日（２クール）で地域ごとにくすのき広域連合が指定する期間に事

業を開始し、事業実施は１クール約１２週間とします。今回は２クール分を公募します。 

 １クール目   平成２６年 ９月～１１月の間の１２週間 

 ２クール目   平成２７年 １月～ ３月の間の１２週間 

 



  

９． 実施地域（くすのき広域連合が定めた生活圏域）及び担当地域包括支援センター 

 実施地域の地図は別添の「地域包括支援センターマップ」参照してください。 

 

 
実施区域 地域包括支援センター名 小学校区名 

１ 守口第１生活圏域 守口第１地域包括支援センター 東・大久保・梶・藤田 

２ 守口第２生活圏域 守口第２地域包括支援センター 庭窪・金田・佐太 

３ 守口第３生活圏域 守口第３地域包括支援センター 八雲・下島 

４ 守口第４生活圏域 守口第４地域包括支援センター 守口・八雲東・滝井 

５ 守口第５生活圏域 守口第５地域包括支援センター 春日・三郷・橋波 

６ 守口第６生活圏域 守口第６地域包括支援センター 寺方・南・錦 

７ 門真第１生活圏域 門真第１地域包括支援センター 門真みらい 

８ 門真第２生活圏域 門真第２地域包括支援センター 門真・速見 

９ 門真第３生活圏域 門真第３地域包括支援センター 大和田・古川橋・上野口 

１０ 門真第４生活圏域 門真第４地域包括支援センター 四宮・沖・北巣本・五月田 

１１ 門真第５生活圏域 門真第５地域包括支援センター 脇田・砂子・二島・東 

１２ 四條畷第１生活圏域 四條畷第１地域包括支援センター 四條畷・忍ヶ丘・岡部 

１３ 四條畷第２生活圏域 四條畷第２地域包括支援センター 四條畷南・四條畷東・くすのき 

１４ 四條畷第３生活圏域 四條畷第３地域包括支援センター 田原 

 



  

１０． 委託料 

 

参加者数 委託金額 

１０人未満 ８００，０００円 

１０人以上 １，２００，０００円 

    

※ 参加者が５人未満の場合は事業を実施しません。 

※ 送迎が可能な場合は５０，０００円加算することとします。 

業務委託料には、人件費、教材費、評価費、トレーニング機器使用料、消耗品費、傷害保険料、印刷費

（事業案内文、参加案内文等）、光熱水費等事業の実施に係る経費含みます。ただし、材料費（栄養改善プ

ログラムの調理実習等）、医薬材料費（口腔機能の向上プログラムの口腔ケア等）などの実費は除きます。 

１１． 応募方法 

  本公募に申し込みを希望する事業者は、平成２６年度通所型介護予防事業応募申請書、通所型介護

予防事業計画書をくすのき広域連合事業課に提出してください。 

  平成２６年度通所型介護予防事業応募申請書、通所型介護予防事業計画書は、くすのき広域連合ホ

ームページに掲載します。 

１２． 応募期間 

平成２６年５月２１日（水）～平成２６年５月３０日（金） 

１３． 事業者の選定方法 

くすのき広域連合は、事業計画書及び必要に応じてヒアリング又は実地調査を行ない選定します。 

又、生活圏域毎に応募がない場合は、くすのき広域連合が指定する区域になるときがあります。 

なお、選定結果は、６月初旬に応募事業者に通知します。 

    ただし、本事業の目的を達成できないと判断した場合は、委託契約候補事業者を選定しないことがあり 

ます。 

１４． 契約時提出書類 

契約時には、以下の書類を提出してください。 

①管理者に関する経歴書 

②従事職員一覧表 

③従事職員の資格を証するもののコピー 

④事業プログラム 

⑤日程、実施場所、地図、実施内容等 

 ⑥事故等緊急時対応マニュアル 



  

 

提出書類書式 

平成２６年度通所型介護予防事業応募申請書 

通所型介護予防事業計画書 

資料編 

資料１  運動器の機能向上事業に関する基準 

１．対象者 

運動器の機能が低下している（又はおそれのある）二次予防事業対象者とします。 

２．事業内容 

理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が協働して運動器の機能向上に係る個別の計画を作

成し、当該計画に基づき有酸素運動、ストレッチ、簡易な器具を用いた運動等を実施します。（機器を使用

しない機能的トレーニングも可能です。） 

３．実施内容 

ａ 専門スタッフによるアセスメント 

専門スタッフ（医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養 

士、歯科衛生士、経験のある介護職員等）は、事業開始前に対象者の身体機能の把握及び身体機能を 

踏まえた事業実施に係るリスク評価を行うとともに、併せて関連する QOL 等の状況についても評価・把握 

することとします。 

ｂ 個別サービス計画の作成 

   専門スタッフは、アセスメント結果を踏まえ、個別サービス計画では、運動の種類・負荷の強度・頻度・１   

回あたりの時間・実施形態などの詳細を記録する。その際、実施期間については、概ね３ｶ月間程度とし、 

実施回数は、対象者の負担とならず、かつ、その効果が期待できる回数を設定すること。また、一定期間 

ごとに一定の目標を定め、対象者の状況に応じて、過度の負担がかからないようにプログラムを設定する 

こととします。 

 ｃ 運動（ストレッチ、有酸素運動等）の実施 

    個別サービス計画に基づき運動を実施することとします。 

 ｄ 専門スタッフによる事後アセスメント 

    プログラムの終了時に、参加状況、目標の達成度、身体機能、関連する QOL 等を評価し、地域包括支  

援センターに報告する。 

４．留意事項 

  ① 事業の実施に当たっては、３のａ～ｄまでのプロセスを踏んだ上で実施することとします。 

  ② 事業が安全に行われるよう、主治医との連携の上で実施することとします。 

  ③ 事故防止のため十分な注意を払うとともに、参加者の安全性を十分に考慮し、緊急時にも対応 

できるよう体制を整備することとします。 

 



  

資料２  栄養改善事業に関する基準 

１．対象者 

   低栄養状態にある（又はおそれのある）二次予防事業対象者とします。 

２．事業内容 

低栄養状態にある又はそのおそれのある対象者に対し、管理栄養士が看護職員、介護職員等と協働

して栄養状態を改善するための個別の計画を作成し、当該計画に基づき個別的な栄養相談や集団的な

栄養教育等を実施することとします。 

３．実施内容 

Ａ 個別的な栄養相談 

 ａ 管理栄養士によるアセスメント 

   管理栄養士は、事業開始前に対象者に対して、身長、体重等の身体計測を行うとともに、食事の内 

容、食事の準備、食事の状況等、低栄養状態に係わるリスクの評価を行うこととします。 

 ｂ 対象者本人による栄養改善のための計画作成の支援 

   管理栄養士は、アセスメント結果を踏まえ、対象者及び家族が日常の生活や環境の中で、主体的か 

つ無理なく取り組めることに配慮し、本人による計画づくりを支援する。当該計画は、概ね３ヶ月間程度 

とし、栄養改善に向けた食事に関する目標を定めることとします。 

ｃ 情報提供 

管理栄養士は、対象者による計画の実施に当たり、対象者の低栄養状態を改善するため、地域に

おける食事づくりの会や食事会等を提供しているボランティア組織の紹介、高齢者の食事づくりに便利

な器具、栄養改善に有効な食品の購入方法等に関する情報提供を行います。 

ｄ 管理栄養士による事後アセスメント 

 管理栄養士は、事業終了後に事後アセスメントを行い、事前・事後の状況を比較し、アウトカム指標

を中心に評価を行う。栄養改善では参加者の体重の変化、事前アセスメント指標の変化、主観的健康

感の変化などを評価し、地域包括支援センターに報告する。 

Ｂ 集団的な栄養教育 

管理栄養士による低栄養状態の説明や、対象者一人一人が実行可能な具体的な情報や技術提供 

を行う。簡単な調理実習やゲーム等による双方的プログラムを通じて利用者相互の関係づくりを行い、

本人の参加や継続に対する意欲を高める工夫をする。また、プログラム作成に際しては、気持ちをほぐ

し、楽しい時間を過ごして心理的な抵抗感を減らせるように配慮する。 

※ なお、栄養改善事業の事業実施形態としては、「上記のＡ及び上記のＢの双方を同時に実施」する 

形態とする。 

４．留意事項 

 ① 事業Ａの実施に当たっては、３のａ～ｄまでのプロセスを踏んだ上で実施すること。 

 ② 事業の実施に当たっては、一方的な「指導」とならないよう、それぞれの地域の実情に応じ、独自に実 

施方法の工夫を行うこととします。 



  

資料３  口腔機能の向上事業に関する基準 

１．対象者 

口腔機能が低下している（又はおそれのある）二次予防事業対象者とします。 

２．事業内容 

   口腔機能が低下している又はそのおそれのある対象者に対し、歯科衛生士等が看護職員、介護職員

等と協働して口腔機能の向上に係る個別の計画を作成し、口腔機能向上の必要性についての教育、摂

食・嚥下機能等の向上、口腔清掃の自立支援等を実施します。 

３．実施内容 

ａ 専門スタッフによるアセスメント 

   専門スタッフ（歯科医師、医師、歯科衛生士、看護師又は准看護師、言語聴覚士）は、事業開始前に対 

象者の口腔機能の状態の把握・評価を行うこととします。 

ｂ 個別サービス計画の作成 

 専門スタッフは、アセスメント結果を踏まえ、個別サービス計画書として、専門職種が月１～２回程度実

施する「専門職の実施事項」、および本人が居宅等で実施する「家庭での実施事項」を立案します。 

ｃ 事業の実施 

事業の内容は、概ね以下の内容を含むものとし、専門スタッフの技量や対象となる高齢者の機能の状 

態等に応じて、柔軟に対応するものとする。また、定期的なモニタリング（中間評価）とフォローアップを行 

い、参加者の日常生活におけるセルフケアとしての口腔機能向上プログラムの実施、継続を支援する。 

プログラムは概ね３ヶ月程度とし、実施回数は、概ね月２回程度とすること 

 ① 口腔体操の指導 

 ② 口腔清掃の指導 

 ③ 口腔清掃の実施 

 ④ 唾液腺マッサージ指導 

 ⑤ 咀嚼訓練（指導） 

 ⑥ 嚥下訓練（指導） 

 ⑦ 発音・発声に関する訓練（指導） 

 ⑧ 食事姿勢や食環境についての指導  

ｄ 専門スタッフによる事後アセスメント 

専門スタッフは、計画終了後に、対象者の当初の目標達成度・満足度、口腔機能の状態等を評価し、

地域包括支援センターに報告する。事後の総合評価として、以下の項目に留意しながら総合評価を

行う。 

  □ 食事がおいしくなった    □ 薄味がわかるようになった     □ かめるものが増えた 

  □ むせが減った        □ 口の渇きが減った          □ かみしめられるようになった 

  □ 食事時間が短くなった   □ 食べこぼしが減った         □ 薬が飲みやすくなった 

  □ 口の中に食べ物が残らなくなった   □ 話しやすくなった    □ 口臭が減った 

  □ 会話が増えた        □ 起きている時間が増えた      □ 元気になった  

４．留意事項  

 事業の実施に当たっては、３のａ～ｄまでのプロセスを踏んだ上で実施すること。 



  

資料４  事業の流れ  

 

事業の流れは以下のとおりです。 

 

（１）くすのき広域連合⇒二次予防事業対象者 通所型介護予防事業の参加者募集の広報をします。 

    

（２）二次予防事業対象者⇒くすのき広域連合事業課⇒地域包括支援センター 参加の意思を表明します。 

   二次予防事業対象者は、通所型介護予防事業利用申請書を提出し、地域包括支援センターでは、利 

用者基本情報、アセスメントシート、介護予防サービス・支援計画書（アセスメントシートに基づき介護予防 

ケアプラン作成が必要な者）、基本チェックリスト、プログラム参加に係るチェックシート、主観的健康感を 

作成します。 

 

（３）くすのき広域連合⇒受託事業者  事業開始１０日前までに、参加者名簿を提出します。 

   ただし、定員に満たない場合には、それ以降も参加者が増える場合があります（最終期限は協議により 

決定します）。 

 

（５）地域包括支援センター⇒受託事業者  事業開始１週間前までに、参加者の利用者基本情報、アセスメ    

ントシート、介護予防サービス・支援計画書（必要な者）を提出します。 

 

（６）受託事業者  事業を実施します。 

①  開始前までに、参加者の同意を得てください（参加同意書、個人情報提供同意書、重要事項説明 

書）。 

②  初回と終了時に、評価を実施してください。（担当の地域包括支援センターへも報告） 

③  毎月事業報告書をくすのき広域連合、地域包括支援センターに提出してください。 

④  無断欠席者には電話連絡を取ってください。 

⑤  事業終了後、実績報告書・請求書をくすのき広域連合に提出してください。 

 

（７）地域包括支援センター⇒くすのき広域連合  介護予防支援・サービス評価表（必要な者）、基本チェッ 

クリスト、プログラム参加に係るチェックシート、アセスメントシート、主観的健康感をくすのき広域連合に提 

出してください。 

 

 


