
 

川西市介護度改善インセンティブ事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川西市介護保険の被保険者の自立支援や重度化防止に資する質の高

い介護サービスを提供している介護サービス事業所の取組を評価し、支援することによ

り、市内介護サービス事業所のサービス提供水準の向上を図り、もって、高齢者が住み

慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現を目指すことを

目的とする介護度改善インセンティブ事業（以下「本事業」という。）の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

に定めるところによる。 

 （事業内容） 

第３条 市長は、市内に所在する居宅サービス事業又は地域密着型サービス事業を行う事

業所について、当該事業所により行われる指定居宅サービス又は指定地域密着型サービ

スを利用する被保険者（以下「利用者」という。）の日常生活動作に関する指標の維持・

改善の状況を評価し、優良と認められる事業所を表彰し、報奨金を交付するものとする。 

２ 市長は、第５条に規定する事業所のうち、別に定める要件を満たす事業所に対し、本

事業を実施するために必要となる費用の全部又は一部を補助することができる。 

３ 市長は、本事業を効果的に実施するため必要と認めるときは、日常生活動作に関する

指標の維持・改善の状況が特に優秀と認められる利用者を表彰することができる。 

（対象事業所） 

第４条 本事業の対象となる事業所（以下「対象事業所」という。）は、市内で指定通所介

護事業又は指定地域密着型通所介護事業を行う事業所とする。 

 （事業への参加） 

第５条 本事業への参加を希望する対象事業所（以下「参加事業所」という。）は、市長が

別に定める期日までに川西市介護度改善インセンティブ事業参加申込書（以下「参加申

込書」という。）を市長に提出するものとする。 

（事業所評価の実施） 

第６条 参加事業所は、次に掲げる方法により事業所の体制及び介護度の改善に関する評

価を行い、市長が別に定める期日までに川西市介護度改善インセンティブ事業評価結果



 

報告書（以下「評価結果報告書」という。）を市長に提出するものとする。 

(1)   事業所の体制に関する評価  市長が別に定める６月以上の期間（以下「評価期間」

という。）を通じ、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 

１２年厚生労働省告示第１９号）又は指定地域密着型サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２６号）に規定する次の加算のいず

れも算定していることをもってその基準とする。 

・個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

・科学的介護推進体制加算 

(2) 介護度の改善に関する評価  前号の基準を満たす参加事業所ごとに、次の算式によ

り算出した次条第３項に規定する「改善」及び「維持」と区分された者の割合（小数

第２位を四捨五入とする。以下「改善割合」という。）をもってその基準とする。 

改善割合 

(％) 
＝ 

「改善」と区分された者の人数＋「維持」と区分された者の人数×０.５ 
×１００ 

次条第１項に規定する評価対象利用者の人数 

 （ＡＤＬ評価の実施） 

第７条 参加事業所は、当該事業所の利用者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの

（以下「評価対象利用者」という。）について、別表第１に定める指標による日常生活動

作の評価（以下「ＡＤＬ評価」という。）を行うものとする。 

(1) 本事業に参加しようとする年度の初日において、参加事業所の提供するサービスを

週に１回以上かつ１年以上継続して利用していること。 

(2)  利用者（代理権限を有する者を含む。）及び当該利用者の担当介護支援専門員が、本

事業への参加を目的とするＡＤＬ評価を行うことに同意していること。 

２ 前項のＡＤＬ評価は、評価期間の初日の属する月（以下「期初」という。）及び末日の

属する月（以下「期末」という。）の２回行うものとする。 

３ 参加事業所は、期末に行ったＡＤＬ評価の得点から期初に行ったＡＤＬ評価の得点を

控除して得た値（以下「ＡＤＬ利得」という。）により、評価対象利用者を次の各号に掲

げるとおり区分する。 

(1) 「改善」 ＡＤＬ利得が０より大きい者 

(2) 「維持」 ＡＤＬ利得が０の者 

(3) 「悪化」 ＡＤＬ利得が０未満の者 

４ 参加事業所は、第２項の規定に基づき実施した評価対象利用者ごとのＡＤＬ評価結果

について、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。 



 

 （表彰の基準等） 

第８条 第３条第１項に規定する表彰の基準及び交付する報奨金の額は、別表第２に定め

るとおりとする。 

２ 市長は、第６条第１項の規定に基づき提出された評価結果報告書の内容を審査し、前

項の基準に合致すると認めるときは、表彰を行い、報奨金を交付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業所は、表彰及び報奨金

の交付対象としない。 

（1） 評価対象利用者の人数が、当該事業所における利用者の人数の５０パーセントに

満たない事業所 

（2） 介護保険法の規定に基づき、当該事業所が現に受けている指定の期間（以下「現 

在の指定期間」という。）において、改善勧告を受け、適切に対応しなかった事業所 

（3） 現在の指定期間において、改善命令又は指定の効力停止等の行政処分を受けた事

業所 

（4） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団に該当する事業所及び代表者が同条第６号に規定する暴

力団員又は川西市暴力団排除に関する条例（平成２４年川西市条例第５号）第２条

第３号に規定する暴力団密接関係者である事業所 

（5） 市税に未納がある事業所 

（表彰対象者等に関する広報） 

第９条 市長は、自立支援や重度化防止に資する介護サービスの質の向上に向けた取組の

機運を醸成するため、前条第２項の規定により表彰及び報奨金の交付を受けた事業所そ

の他介護サービスの質の向上に向けた取組を行っていると認められる事業所について、

広く市民に情報提供を行うよう努めるものとする。 

 （表彰等の取消し） 

第１０条 市長は、第８条第２項の規定に基づく表彰等を受けた事業所が偽りその他不正

な手段で表彰等を受けたとき、又は同条第３項に該当することが明らかとなったときは、

表彰及び報奨金の交付決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、報奨金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関す

る報奨金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

３ 報奨金の交付を受けた参加事業所は、前項の規定により報奨金の返還を命ぜられたと

きは、市長の指示に従い、速やかに報奨金を返還しなければならない。 



 

（報告又は調査） 

第１１条 市長は本事業の適正な運営に必要と認めるときは、参加事業所に対し報告及び

本事業に関する書類の提出を求め、又は市職員に調査を行わせることができる。 

（補則） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （見直し） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年を目途として、施行の状況について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

別表第１（第７条関係） 

日常生活動作評価指標（Barthel Index） 

項目 点数 動作の例 

①食事 １０点 

（自立） 

・お皿から食べ物を取り適切な時間内に食べることができる。 

・自助具を使用して自分で食べることができる。 

・妥当な時間内に食べ終えることができる。 

・食べやすい大きさに自分で切ることができる。 

・エプロンを装着している場合は装着も自分で行える。 

５点 

（部分介助） 

・食べ物を食べやすいように切る介助が必要 

 ※キザミ食など、提供する段階で切ってある場合、「介助が

必要」には入りません。 

・エプロンの装着に介助が必要 

・食事に時間がかかる。 

０点 

（全介助） 

ほとんど介助をしてもらい食べている。 

・経管栄養の場合 

②移乗 １５点 

（自立） 

・一連の移乗操作（車いすでベッドまで近づく／ブレーキをか

ける／フットサポートを持ち上げる／ベッドに移る／ベッ

ドに横になる／起き上がりベッドの縁に腰かける／（安全に

移乗するために必要であれば）車いすの向きを変える／車い

すに移る）を一人で安全にできる。 

１０点 

（最小限の 

介助） 

上記のいずれかに最小限の介助や、指示または見守りが必要で

ある（最小限の介助は、利用者にほとんど力を加えずに行う介

助と考えて下さい）。以下は一例です。 

・フットサポートを上げる際に介助が必要 

・利用者が立ち上がる際お尻を軽く支える介助が必要 

・車いす停車の位置に声かけが必要 



 

５点 

（部分介助） 

・自分で起き上がり腰かけることができるが、立ち上がり動

作・方向転換にかなりの介助が必要 

０点 

（全介助） 

・自分で起きることができず、移乗動作もほぼ全介助 

・ベッドから起きて移乗することができずにリフトなどを使 

用している。 

③整容 ５点 

（自立） 

・手洗い、顔を洗う、歯磨き、髪をとかす、髭剃りの全ての動

作が一人でできる。道具の操作や管理も含めて一人でできる

必要がある。 

・女性で化粧する習慣がある場合は、化粧を自分でできる。 

０点 

（部分介助ま

たは全介助） 

上記の動作に一つでも介助が必要。以下は一例です。 

・手洗い、顔を洗う、歯磨きは一人で行えるが髭剃りを机から

出す、スイッチを入れる、刃の交換などの操作・管理に介助

が必要 

・手洗い、歯磨きは一人で行えるが洗顔は行うことができずに

顔拭き用のおしぼりを用意する必要がある。 

・手洗い、顔を洗うことは一人で行えるが歯ブラシに歯磨き粉

をつける介助が必要 

④トイレ動

作 

１０点 

（自立） 

・一連のトイレ動作（便器に腰掛ける・便器から立ち上がる／

衣服の着脱／衣服が汚れないように整える／トイレットペ

ーパーを使う）を一人で安全にできる。 

・差し込み便器や尿器、ポータブルトイレを一人で使うこと 

ができ、使用後の洗浄管理も一人でできる。 

・リハビリパンツやパットを使用していても、一連のトイレ動

作や濡れたパットなどの後処理を一人でできる。 

５点 

（部分介助） 

 

上記のトイレ動作の一部に介助が必要。以下は一例です。 

・立位バランスが不安定なために支える介助が必要 

・ズボンの上げ下ろしに介助が必要 

・トイレットペーパーでしっかりと汚れを落とせないため、清

拭動作に介助が必要 

・差し込み便器や尿器、ポータブルトイレを一人で使うこと 

ができるが使用後の洗浄管理に介助が必要 

０点 

（全介助） 

・一連のトイレ動作がほぼ全介助 

・差し込み便器や尿器、ポータブルトイレを使用し、動作や洗

浄管理がほぼ全介助 

・ベッド上でオムツ交換をしている。 

⑤入浴 ５点 

（自立） 

・一連の入浴動作（体や髪の毛を洗う／シャワーを使う／浴槽

に入る）を一人で安全にできる。 

０点 

（部分介助ま

たは全介助） 

上記の入浴動作に一つでも見守りや介助が必要。以下は一例で

す。 

・洗髪や洗体に介助が必要 

・浴槽の出入りに介助が必要 

・浴室で転ぶ危険性があるので、入浴中は見守りが必要 

・浴室で転ぶ危険性があるので、動作は一人で行えるが、入浴

中は見守りが必要 

・機械浴で入浴している場合 

⑥移動 １５点 ・義肢、装具、杖、ピックアップ歩行器など（車輪付きではな



 

（自立） い歩行器）を使用して一人で安全に約４５ｍ以上連続して歩

くことができる。 

 ※途中で休憩を挟んだ場合、そこまでの距離で評価を行う。 

１０点 

（部分介助） 

・脇を支える程度の介助や見守りがあれば約４５ｍ以上連続し

て歩くことができる。 

・セーフティー歩行器や４輪歩行車などの車輪付き歩行器を使

用して一人で安全に約４５ｍ以上歩くことができる。 

５点 

（車いす 

利用） 

・歩くことはできないが、車いすを一人で安全に駆動し、角を

曲がる／方向転換／テーブルやベッド、トイレなどへ移動す

ることができ、約４５ｍ以上連続して駆動することができ

る。 

０点 

（上記以外） 

・歩行はできるが、約４５ｍ以上連続して歩くことができない。 

・車いす駆動を行えるが、約４５ｍ以上連続して移動すること

ができない。 

⑦階段昇降 １０点 

（自立） 

・手すりや杖を使用し、一人で安全に１階分の昇降をすること

ができる。 

５点 

（部分介助） 

何らかの介助が必要。以下は一例です。 

・一人では危ないので見守りが必要 

・脇を支えるなどの介助が必要 

０点 

 

・１階分の昇降に全介助が必要 

・３～４段の昇降のみ可能 

・全く行えない。 

⑧更衣 １０点 

（自立） 

・普段つけている衣服（ボタンを留める、ファスナーの開閉）、

靴、装具の着脱が適切な時間内に一人でできる。 

５点 

（部分介助） 

介助が必要だが、介助は動作全体の半分以下 

・衣服の着脱、靴の着脱、装具の着脱などに介助が必要だが、

更衣動作全体の半分以上は一人でできており、適切な時間内

に終えることができる。 

０点 

（上記以外） 

・更衣動作の半分以上に介助が必要 

⑨排便コン

トロール 

１０点 

（自立） 

・便失禁がない。 

・必要時に座薬や浣腸を自分で使用することができる。 

・人工肛門（ストーマ）を使用している場合、パウチの交換や

便破棄を一人でできる。 

５点 

（部分介助） 

・座薬・浣腸の使用に介助を要する。 

・たまに失禁がある。 

・時々、パウチの交換や便破棄に介助が必要 

０点 

 

・ほとんど失禁している。 

・常にパウチの交換や便破棄に介助が必要 

⑩排尿コン

トロール 

１０点 

（自立） 

・昼夜とも排尿コントロールが可能で失敗がない。 

・留置カテーテルや集尿器（コンドーム型集尿器など）を使用

している場合は、それらを一人で装着し、尿の破棄や洗浄管

理ができる。 

５点 

（部分介助） 

・トイレに行くことや尿器の準備が間に合わない。 

・たまに失禁がある。（以下は例） 

 ・昼間は失禁はないが、夜は数日に一度失禁があるためオム 



 

ツを使用している。 

 ・昼夜に限らないが、失禁することがある。 

０点 

 

・ほとんど失禁している。 

・留置カテーテルや集尿器（コンドーム型集尿器など）の装着、

尿の破棄や洗浄管理に介助が必要 

 

別表第２（第８条関係） 

区分 表彰の基準 交付する報

奨金の額 

主として身体機能の向上を目

的としたサービスを提供する

事業所 

改善割合が最も高い事業所 ５０万円 

改善割合が２番目に高い事業所 ３０万円 

改善割合が３番目に高い事業所 １０万円 

食事、入浴、機能訓練、レクリ

エーションなどのサービスを

総合的に提供する事業所 

改善割合が最も高い事業所 ３０万円 

改善割合が２番目に高い事業所 １０万円 

改善割合が３番目に高い事業所 ５万円 

 注：参加事業所は、この表の区分のうち、いずれの区分に属するかを参加申込

書において届け出るものとする。 

 


