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替

表

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
読
第 一 条 （ 介 護保 険 法 施 行 令 の 一 部 改 正 ） 関 係 の 読 替 え
◎介護保険法施行令第三十五条の六による読替

令

に

よ

る

読

替

後

替

（傍線の部分は読替部分）

前（介護療養に係る規定削除後）

（指定居宅サービス事業者の特例）

読

（介護保険法第七十八条の十二の規定により準用された同法第七十一条及び第七十二条の規定による技術的読替え）

政
（指定地域密着型サービス事業者の特例）

生労働省令で定めるものに限る。）に限る。）に係る第四十二条の二

又は診療所により行われる地域密着型サービス（複合型サービス（厚

、その指定の時に、当該病院又は診療所の開設者について、当該病院

の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。）は

一号の規定による保険医療機関の指定があったとき（同法第六十九条

あっては居宅療養管理指導に限る。）に係る第四十一条第一項本文の

指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局に

より行われる居宅サービス（病院又は診療所にあっては居宅療養管理

）は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等に

九条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。

定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき（同法第六十

病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号の規

第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院又は診療

指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労

第七十一条

所の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした

働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の

第七十一条 病院又は診療所について、健康保険法第六十三条第三項第

とき、又はその指定の時前に第七十八条の十の規定により第四十二条

時前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定に

２ 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第

りでない。

より第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限

の二第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。

２ 第七十八条の十二において準用する前項の規定により指定地域密着

1

条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効

指定は、当該指定に係る病院又は診療所について、健康保険法第八十

型サービス事業者とみなされた者に係る第四十二条の二第一項本文の

しがあったときは、その効力を失う。

保険法第八十条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消

四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康

力を失う。

介護老人保健施設について、第九十四条第一項の許可があ

ったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設の開設者につい

第七十二条

ったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設の開設者につい

て、当該介護老人保健施設により行われる居宅サービス（短期入所療

介護老人保健施設について、第九十四条第一項の許可があ

て、当該介護老人保健施設により行われる地域密着型サービス（複合

養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。）に

第七十二条

型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。）に限る。）に係る

係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当

２ 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第

第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当

２ 第七十八条の十二において準用する前項の規定により指定地域密着

四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設につ

該介護老人保健施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより

型サービス事業者とみなされた者に係る第四十二条の二第一項本文の

いて、第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき

該介護老人保健施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより

指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、第九十四条の二

又は第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により

、別段の申出をしたときは、この限りでない。

第一項の規定により許可の効力が失われたとき若しくは第百四条第一

許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

、別段の申出をしたときは、この限りでない。

項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により許可の取消しがあ
ったときは、その効力を失う。

2

政

令

（略）

に

よ

る

読

替

後

２ （略）

第七十八条の十五

（略）

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令第三十五条の七による読替え（介護保険法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替え）

第七十八条の十三
２ （略）

当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力

までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は

うかの処分がなされていないものについては、前項の規定にかかわら

の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定をするかど

町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の二第一項の指定

３ 市町村長は、当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日 ３ 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市

が生じる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定

ず、当該申請に対する処分を行うものとする。

４ （略）

期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第一項に規定する定期巡回
・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業
所に係る第七十八条の二第一項の指定の申請であって、当該拡張又は
追加の効力が生ずる際、指定をするかどうかの処分がなされていない
ものについては、前項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を
行うものとする。
４ （略）

3

令

に

よ

る

読

替

後

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令第三十五条の八による読替え（介護保険法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替え）

政

（指定地域密着型サービス事業者の指定）
第七十八条の二 〔準用せず〕

（指定地域密着型サービス事業者の指定）
第七十八条の二 〔準用せず〕

３ 〔準用せず〕

２ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするとき

３ 〔準用せず〕

４ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院

２ 市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定め

４ 市町村長は、当該公募指定に係る応募が次の各号（病院又は診療所

又は診療所により行われる複合型サービス（厚生労働省令で定めるも

は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府

により行われる複合型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。

のに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第

るところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければ

第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第六号の二、

六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに

県知事に届け出なければならない。

第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該当すると

該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない

ならない。

きは、当該応募に係る応募者を選考してはならない。

七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市

二 当該応募に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第

一 応募者が市町村の条例で定める者でないとき。

七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第

一

町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型

。

町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型

サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域

密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な

三

密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な

地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められる

三 応募者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域
地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められる

4

四 〔準用せず〕

とき 。

四 〔準用せず〕

四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

とき。
四の二 応募者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する

は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 応募者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する

法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執

は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるも

行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
五の二 応募者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるも

のにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

。

のにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなるまでの者であるとき。

。

ることがなくなるまでの者であるとき。
に、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、

当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、

に、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、

申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日まで

当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、

当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き

五の三

当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き

続き滞納している者であるとき。

五の三 応募者が、保険料等について、当該申請をした日の前日まで

続き滞納している者であるとき。

消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取

知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取

ては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通

経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合におい

規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を

十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日か

着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所

を除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号まで

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

六

があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

六 応募者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除き、第七

消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき
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令で定めるものに該当する場合を除く。

いこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省

の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しな

事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任

業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該

び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事

指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及

。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

いては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で

み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの
六の二 〔準用せず〕

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 〔準用せず〕

六の三

、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすること

指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して

理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該

を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管

ち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生

定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのう

消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指

適用される場合を含む。）の規定により指定を取り消され、その取

から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

六の三 応募者と密接な関係を有する者が、第七十八条の十（第二号

が相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 応募者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除き、第七

規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

該当する場合を除く。
十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の
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規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六

決定する日までの間に第七十八条の五第二項（第七十八条の十七の

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当

止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を

決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による

該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による

事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があ

項において同じ。）の規定による事業の廃止の届出をした者（当該

事業の廃止の届出があった場合において、応募者が、同号の通知の

った場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該

又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき

日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相

届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の

当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人で

除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該

。

ない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く

事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であ

日から起算して五年を経過しないものであるとき。

。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過

った者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相

八

申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又

日から起算して五年を経過しないものであるとき。

ものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の

係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由がある

当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に

しないものであるとき。

八 応募者が、応募前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著し

は著しく不当な行為をした者であるとき。

九 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

く不当な行為をした者であるとき。
九 応募者が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号ま

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

十 〔準用せず〕

であるとき。

から第六号まで又は前三号までのいずれかに該当する者のあるもの

定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二

で又は前三号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十 〔準用せず〕
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応募者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から

十一

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居

者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る

十一
第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であ

指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第

５ 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で

十二 〔準用せず〕

当する者であるとき。

四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該

るとき。

十二 〔準用せず〕
５ 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で

いては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で

み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

おいて同じ。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日か

十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項に

一 応募者が、第七十八条の十第二号から第五号まで（第七十八条の

ができる。

いずれかに該当するときは、当該応募に係る応募者を選考しないこと

の二、第一号の三、第三号の二、第三号の四及び第四号を除く。）の

により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号

６ 市町村長は、当該公募指定に係る応募が次の各号（病院又は診療所

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定

る通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当

おいては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ

年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合に

係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五

入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

一 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

指定をしないことができる。

除く。）のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の

は、第一号の二、第一号の三、第三号の二、第三号の四及び第四号を

又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあって

６ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院

定める基準に従い定めるものとする。

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該

定める基準に従い定めるものとする。

む。）であるとき。

通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）である
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一の二 〔準用せず〕

とき 。
一の二 〔準用せず〕
一の三

ら第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から

く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

一の三 応募者と密接な関係を有する者が、第七十八条の十第二号か
起算して五年を経過していないとき。

を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない

た者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、

での間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をし

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

二 応募者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指

第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退

た者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は

での間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をし

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

二 申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指

とき 。

当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞

当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届

に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（

特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間

より市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に

定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところに

。）の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決

（第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む

た日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十

二の二 応募者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われ

当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から

の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条

七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該

の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより

の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

た日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十

二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われ

退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

起算して五年を経過しないものであるとき。
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る事業の廃止の届出があった場合において、応募者が、同号の通知

あった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当

る事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退が

第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定によ

の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について

該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

二の三

相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人

を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当

第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定によ

でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除

該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で

二の三

く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

三の三

三の二 〔準用せず〕

前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第一号又は

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

三 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退

に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があ

相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退

あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について

応募者が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいず

過しないものであるとき。

三
れかに該当する者のあるものであるとき。

応募者が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第

三の二 〔準用せず〕
三の三

二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が

第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であ
るとき。
三の四 〔準用せず〕

７ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき

三の四 〔準用せず〕
７ 市町村長は、公募指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市

又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととす

四 〔準用せず〕

町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるた

るときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他

四 〔準用せず〕

めに必要な措置を講じなければならない。

10

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならな
い。

８ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、

当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付するこ
〔準用せず〕

とができる。
９～

11

８ 市町村長は、公募指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を

〔準用せず〕

11

確保するために必要と認める条件を付することができる。
９～
11

令

に

よ

る

読

替

後

第七十八条の十五 （略）

（公募指定の有効期間等）

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令第三十五条の九による読替え（介護保険法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替え）

政
（公募指定の有効期間等）
第七十八条の十五 （略）

ービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定（公募指定を除

護等の追加の効力が生ずる際現に効力を有する市町村長指定区域・サ

長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

一項本文の指定（次項において「指定期間開始時有効指定」という。

及び第七十八条の十三第三項の規定により行われた第四十二条の二第

事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定（公募指定を除く。）

長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス

２ 第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は、市町村 ２ 第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は、市町村

く。）及び第七十八条の十三第四項において準用する同条第三項の規

指定期間開始時有効指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

）については、適用しない。

指定区域拡張時等有効指定」という。）については、適用しない。
指定区域拡張時等有効指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

３

定により行われた第四十二条の二第一項本文の指定（次項において「
３

号に定める期間を経過したときは、その効力を失う。

次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効

指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第七十八

一

有効指定 当該指定区域拡張時等有効指定がされた日又は従前の第

条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間（同号におい

次号に掲げる指定区域拡張時等有効指定以外の指定区域拡張時等

各号に定める期間を経過したときは、その効力を失う。
一

七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間（同号

二 指定期間開始時有効指定を受けている指定地域密着型サービス事

て「従前の指定の有効期間」という。）の満了の日の翌日のうち直

二 指定区域拡張時等有効指定を受けている指定地域密着型サービス

業者が、当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定を

において「従前の指定の有効期間」という。）の満了の日の翌日の

事業者が、当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定

受ける場合における当該指定期間開始時有効指定 当該指定期間開

近の日から六年

を受ける場合における当該指定区域拡張時等有効指定 当該指定区

始時有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の日の翌

うち直近の日から六年

域拡張時等有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の
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日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの
期間

日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間

が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定

当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力

までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は

いないものについては、第二項の規定にかかわらず、当該申請に対す

長指定期間の開始の際、指定の更新をするかどうかの処分がなされて

用する第七十条の二第一項の指定の更新の申請であって、当該市町村

町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の十二において準

４ 市町村長は、当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日 ４ 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市

期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第七十八条の十三第一項に

る処分を行うものとする。

５ （略）

規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区
域・サービス事業所に係る第七十八条の十二において準用する第七十
条の二第一項の指定の更新の申請であって、当該拡張又は追加の効力
が生ずる際、指定の更新をするかどうかの処分がなされていないもの
については、第七十八条の十五第五項において準用する第二項の規定
にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
５ （略）
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に

よ

る

読

替

後

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第七十八条の九 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の

令

◎介護保険法施行令第三十五条の十第一項による読替え（介護保険法第七十八条の十七の規定による技術的読替え）

政

第七十八条の九 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サ

（勧告、命令等）

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サ

ービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置

（勧告、命令等）

ービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置

第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付

２～４ （略）

二～四 （略）

された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

一

をとるべきことを勧告することができる。

第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項

をとるべきことを勧告することができる。
一

の規定により第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を行うに
当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
二～四 （略）
２～４ （略）

いては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第七十八条の十四

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお

一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しく

いては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお

（指定の取消し等）

第一項に規定する公募指定を取り消し、又は期間を定めて当該公募指

は一部の効力を停止することができる。

（指定の取消し等）

定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一

、第九号（第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の

いて準用する第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで

るものであるときを除く。）、第十一号（第五号の三に該当する者

ものであるときを除く。）、第十号（第五号の三に該当する者のあ

の二から第五号の二まで、第九号（第五号の三に該当する者のある

指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号

一 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の十四第三項にお

二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。）

14

又は第十一号（第七十八条の十四第三項において準用する第七十八

るときを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。

であるときを除く。）又は第十二号（第五号の三に該当する者であ

三

指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定

から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号

条の二第四項第五号の三に該当する者であるときを除く。）のいず
れかに該当するに至ったとき。

指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の十四第三項にお

かに該当するに至ったとき。

いて準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三のいずれ

二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の十四第三項にお

三

により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認めら
（略）

いて準用する第七十八条の二第八項の規定により公募指定を行うに

四～十五

れるとき。

四～十五 （略）

（公示）

当たって付された条件に違反したと認められるとき。

（公示）
指定地域密着型サービス事業者の名称、当該公募指定に係る事業所の

地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとと

指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該

所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出る

もに、これを公示しなければならない。

第七十八条の十一 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該 第七十八条の十一

とともに、これを公示しなければならない。

第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。

一

第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をしたとき。

一

二 第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったと
き。

二 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の
五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 （略）

（略）

三

四 前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、

又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

四 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条の規定に
より第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を取り消し、又は
当該公募指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
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令

に

よ

る

読

替

後

第七十八条の二 （略）

替

前

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

読

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令第三十五条の十第二項による読替え（介護保険法第七十八条の十七の規定による技術的読替え）

政
（指定地域密着型サービス事業者の指定）
第七十八条の二 （略）

２・３

（略）

（略）

２・３

４ （略）

（略）

４ （略）

一～五の三

（略）

一～五の三

六

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

いては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で

み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日か

着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所

を含む。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密

を除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号まで

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

いては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で

み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日か

着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所

を除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号まで

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

六 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型
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が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

六の二 （略）

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの
として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 （略）

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規

く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除き、第七十

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

六の三

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除き、第七

止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を

決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

決定する日までの間に第七十八条の五第二項（第七十八条の十七の
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の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条

項において同じ。）の規定による事業の廃止の届出をした者（当該

規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六

。

又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき

該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出

除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当

当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から

く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所（

退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除

の理由があるものを除く。）の管理者であった者又は当該指定の辞

は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当

業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しく

者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事

七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請

及び第六項において同じ。）の規定による事業の廃止の届出又は第

の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項（第七十八条

日から起算して五年を経過しないものであるとき。

ものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の

係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由がある

当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に

った者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相

事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であ

除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該

届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を

った場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該

事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があ

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による

起算して五年を経過しないものであるとき。

当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者
であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経
過しないものであるとき。

は、第一号の二、第一号の三、第三号の二及び第三号の四を除く。）

又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあって

６ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院

５ （略）

のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をし

は、第一号の二、第一号の三、第三号の二及び第三号の四を除く。）

又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあって

６ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院

５ （略）

八～十二 （略）

のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をし

ないことができる。

八～十二 （略）

ないことができる。
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の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六

該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を

症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

次号を除き、以下この項において同じ。）の規定により指定（認知

第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号まで（

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定

る通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当

おいては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ

年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合に

係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五

入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算

通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当

一

して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）である

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十

とき。

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者

合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定

て五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場

護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算し

施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

での規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十第二号から第五号ま

居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

一の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者

合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定

て五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場

護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算し

施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

での規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十第二号から第五号ま

居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

一の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

一

日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該

指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、

して五年を経過しないものを含む。）であるとき。

指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、
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で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）で

当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者
あるとき。

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）で

当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

あるとき。
一の三

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定

一の三
く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定

を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない

二 申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指

を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない
二 申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

とき。

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

とき 。

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われ

での間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をし

二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われ

た日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十

での間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をし

た日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十

の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

た者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は

（第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより

た者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は

。）の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決

市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定

第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退

定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところに

の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退

より市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に

七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞

特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞

に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（

の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相

退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十

当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から

退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退につい
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て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して五年を経過しないものであるとき。

起算して五年を経過しないものであるとき。

該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で

を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当

該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

あった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当

る事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退が

あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について

該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で

を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当

該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

あった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当

る事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退が

第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定によ

あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について

相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退

二の三

相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退

に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があ

第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定によ

に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があ

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退

二の三

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退

の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三～四 （略）
（略）

二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十

れる場合を含む。）の規定による所在地市町村長による第四十二条の

項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規

において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一

第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二

７～

二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第

定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定によ
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の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三～四 （略）
（略）

一項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の

り受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一

７～

規定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定に

11

一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二

10

より受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第

第七十八条の十（第七十八条の十七の規定により読み替えて適用さ

10

11

◎参考

介護保険法第七十八条の十七による第七十八条の五第二項の読替え（法において直接規定）

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第七十八条の五

後

第七十八条の五 （略）

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（

替

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を廃止

読

公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に

し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

（変更の届出等）

限る。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省

り、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け

（変更の届出等）

令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月以上前の日で

出なければならない。

（略）

あって市町村長が定める日までに、その旨を市町村長に届け出なけれ
ばならない。
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後

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令第三十五条の十二による読替え（介護保険法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替え）

替

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

読
（指定地域密着型サービス事業者の指定）

（略）

第七十八条の二 （略）
２～８

第七十八条の二 （略）
（略）

いて「被申請市町村長」という。）と所在地市町村長（第百十五条の

規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意がある

村長」という。）と所在地市町村長との協議により、第四項第四号の

第一項の申請を受けた市町村長（以下この条において「被申請市町

十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。）と

ときは、同号の規定は適用しない。

第百十五条の十二第一項の申請を受けた市町村長（以下この条にお ９

２～８
９

の協議により、同号の規定による同意を要しないことについて所在地

二項第四号の規定が適用されない場合であって、同条第一項の申請に

ものに限る。）について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各

、第一項の申請に係る事業所（所在地市町村長の管轄する区域にある

当該指定がされた時

被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス

二 所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされて
いるとき

事業を行う者から第一項の申請を受けた時

23

市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。

係る事業所（所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。）に

号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十

前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって

ついて、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、

二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

第百十五条の十二第七項において準用する前項の規定により同条第

当該申請者について、被申請市町村長による第五十四条の二第一項本
文の指定があったものとみなす。
一 所在地市町村長が第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき
当該指定がされた時
被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型介護予防

二 所在地市町村長による第五十四条の二第一項本文の指定がされて
いるとき

サービス事業を行う者から第百十五条の十二第一項の申請を受けた
時

所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき

10

一

10

する前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による

二第一項本文の指定の失効は、第百十五条の十二第七項において準用

十一において準用する第七十条の二第一項の規定による第五十四条の

二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第百十五条の二

り受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一

定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定によ

項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規

において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一

第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二

第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二

第五十四条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとす

項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

第百十五条の十九の規定による所在地市町村長による第五十四条の

る。
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11

11

替

後

読

替

（保険料率の算定に関する基準）

◎介護保険法施行令附則第十四条第二項による同令第三十八条第一項の読替え

読
（保険料率の算定に関する基準）

前

（傍線の部分は読替部分）

における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日

各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ

における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日

各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規

各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ

き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保

第三十八条

き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保

険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が

の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料

が課されていない者（次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第

の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状
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第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規

険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が

老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

次のいずれかに該当する者 四分の二

次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定す

イ

一

次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定す
四分の二

る割合）を乗じて得た額であることとする。

次のいずれかに該当する者

る割合）を乗じて得た額であることとする。
一

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

が課されていない者（次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第

一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課

税者」という。）

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

税者」という。）

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

態となるもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

(1)

(2)

(1)

(2)

四号ロ若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に

なるもの（イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 被保護者

に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）

なるもの（イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 被保護者

規定する第一号被保険者を除く。）

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

四分の二

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

り、かつ、前号に該当しない者

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（前号イ（

ロ

なるもの（前号イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

又は第五号ロに該当する者を除く。）

る第一号被保険者を除く。）
次のいずれかに該当する者 四分の三
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ

次のいずれかに該当する者

四分の三

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と
なるもの（第一号イ（

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による
も該当しないもの

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による
も該当しないもの

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

次のいずれかに該当する者

(1)

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

四分の四

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第五

なるもの（第一号イ（

四

号ロに該当する者を除く。）

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

(1)

号ロに該当する者を除く。）

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第五

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定す
三

二 次のいずれかに該当する者

(1)

り、かつ、前号に該当しない者

二 次のいずれかに該当する者 四分の二

三

(1)

四 次のいずれかに該当する者 四分の四

(1)
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(1)

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
に係る部分を除く。）又は次号ロに該当

合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各

次のいずれかに該当する者 四分の五

する者を除く。）

なるもの（第一号イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

五
イ

ロ

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

四分の五

に係る部分を除く。）又は次号ロに該当

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と
なるもの（第一号イ（
する者を除く。）

次のいずれかに該当する者

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

五

イ 合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

号のいずれにも該当しないもの

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

(1)

２～７ （略）

六 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六

く。）

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）に該当する者を除

号のいずれにも該当しないもの

(1)

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）に該当する者を除
く。）
六 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
２～７ （略）
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(1)

(1)

替

後

替

（支援給付に係るその他の法令の適用）

読

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令附則第十四条第二項による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十
二条第二十一号の読替え

読
（支援給付に係るその他の法令の適用）

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一～二十 （略）

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令
一～二十 （略）

二十一

用については、次に定めるところによる。

介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適

二十一 介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適
用については、次に定めるところによる。
まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

並びに第三十九条第一項の規定の適用については、支援給付を受

まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

イ 介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項の規定の適用につ

けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を

介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

いては、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要

要保護者と、支援給付を保護とみなす。

イ

とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

ロ

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

）」とする。

ロ

）」とする。
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二十二～二十五 （略）

二十二～二十五

（略）
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◎介護保険法施行令附則第十四条第三項による同条第一項及び第二項の読替え

後

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

（平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する

替

（平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する

基準の特例）

読

基準の特例）

（次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特

らず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合

一項において同じ。）については、第三十八条第一項の規定にかかわ

れと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第

保険料率の算定に係る同項の標準割合（市町村が同項の規定によりこ

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十五年度における

成二十四年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

例標準割合」という。）を定めることができる。

（次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特

らず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合

一項において同じ。）については、第三十八条第一項の規定にかかわ

れと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第

保険料率の算定に係る同項の標準割合（市町村が同項の規定によりこ

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

(1)
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第十四条 市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平 第十四条 市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平

例標準割合」という。）を定めることができる。

２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要 ２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要

三十八条第一項第一号イ（

保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

三十八条第一項第一号イ（

号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につい

保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につい

ては、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条

適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

ては、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条

第一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残

適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

第一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律施行令（平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適

に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四

律施行令（平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適

(1)

保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一

附則第十四条第三項において準用する同条第二項に規定する第一号被

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

用については、第三十八条第一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五

条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

用については、第三十八条第一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五

３～５ （略）

項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第三項にお
いて準用する同条第二項」とする。
３～５ （略）
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◎介護保険法施行令附則第十四条第四項による同条第一項及び第二項の読替え

後

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

（平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する

替

（平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する

基準の特例）

読

基準の特例）

（次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特

らず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合

一項において同じ。）については、第三十八条第一項の規定にかかわ

れと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第

保険料率の算定に係る同項の標準割合（市町村が同項の規定によりこ

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十六年度における

成二十五年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

例標準割合」という。）を定めることができる。

（次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特

らず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合

一項において同じ。）については、第三十八条第一項の規定にかかわ

れと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第

保険料率の算定に係る同項の標準割合（市町村が同項の規定によりこ

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

(1)

32

第十四条 市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平 第十四条 市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平

例標準割合」という。）を定めることができる。

２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要 ２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要

三十八条第一項第一号イ（

保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

三十八条第一項第一号イ（

号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につい

保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につい

ては、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条

適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

ては、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条

第一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残

適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

第一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律施行令（平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適

に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四

律施行令（平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適

(1)

保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一

附則第十四条第四項において準用する同条第二項に規定する第一号被

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

用については、第三十八条第一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五

条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

用については、第三十八条第一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五

３～５ （略）

項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第四項にお
いて準用する同条第二項」とする。
３～５ （略）
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替

後

読

替

（保険料率の算定に関する基準）

◎介護保険法施行令附則第十五条第二項による同令第三十八条第一項の読替え

読
（保険料率の算定に関する基準）

前

（傍線の部分は読替部分）

における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日

各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ

における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日

各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規

各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ

き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保

第三十八条

き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保

険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が

の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料

が課されていない者（次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第

の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状
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第三十八条 各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規

険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が

老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

次のいずれかに該当する者 四分の二

次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定す

イ

一

次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定す
四分の二

る割合）を乗じて得た額であることとする。

次のいずれかに該当する者

る割合）を乗じて得た額であることとする。
一

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

が課されていない者（次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第

一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課

税者」という。）

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

税者」という。）

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

態となるもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

(1)

(2)

(1)

(2)

四号ロ若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に

なるもの（イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 被保護者

に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）

なるもの（イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 被保護者

規定する第一号被保険者を除く。）

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

四分の二

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

り、かつ、前号に該当しない者

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（前号イ（

ロ

なるもの（前号イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

又は第五号ロに該当する者を除く。）

る第一号被保険者を除く。）
次のいずれかに該当する者 四分の三
イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

四分の三

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
なるもの（第一号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第五

なるもの（第一号イ（

号ロに該当する者を除く。）

被保険者を除く。）

第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定する第一号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者

次のいずれかに該当する者

(1)

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による

四 次のいずれかに該当する者 四分の四

(1)

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

次のいずれかに該当する者 四分の四

に係る部分を除く。）、次号ロ若しくは

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定す
三

二 次のいずれかに該当する者

(1)

り、かつ、前号に該当しない者

二 次のいずれかに該当する者 四分の二

三

(1)

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

四

(1)
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(1)

五

も該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

も該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ
の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）又は次号ロに該当

合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

２～７ （略）

に係る部分を除く。）に該当する者を除

六 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六

く。）

なるもの（第一号イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

号のいずれにも該当しないもの

イ

五 次のいずれかに該当する者 四分の五

する者を除く。）

に係る部分を除く。）又は次号ロに該当

なるもの（第一号イ（
する者を除く。）
次のいずれかに該当する者 四分の五
イ 合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

号のいずれにも該当しないもの
ロ

に係る部分を除く。）に該当する者を除

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と
なるもの（第一号イ（
く。）
六 前各号のいずれにも該当しない者 四分の六
２～７ （略）
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(1)

(1)

(1)

(1)

替

後

替

（支援給付に係るその他の法令の適用）

読

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令附則第十五条第二項による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十
二条第二十一号の読替え

読
（支援給付に係るその他の法令の適用）

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一～二十 （略）

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令
一～二十 （略）

二十一

用については、次に定めるところによる。

介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適

二十一 介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適
用については、次に定めるところによる。
まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

並びに第三十九条第一項の規定の適用については、支援給付を受

まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

イ 介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

、第三十九条第一項並びに附則第十五条第二項の規定の適用につ

けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を

介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

いては、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要

要保護者と、支援給付を保護とみなす。

イ

とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

ロ

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

）」とする。

ロ

）」とする。

37

二十二～二十五 （略）

二十二～二十五

（略）
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替

後

◎介護保険法施行令附則第十五条第三項による同条第一項及び第二項の読替え

読

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわ

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十五年度における保

成二十四年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

らず、特例標準割合を定めることができる。

険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわ

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

第十五条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平 第十五条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平

らず、特例標準割合を定めることができる。

保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要 ２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要
保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

は、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五

平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適用について

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（

定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の

標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規

五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特例

三十八条第一項第一号イ（

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

は、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五

平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適用について

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（

定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の

標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規

五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特例

三十八条第一項第一号イ（
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適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

に係る部分を除く。）、第四号ロ又は第

附則第十五条第三項において準用する同条第二項に規定する第一号被

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

に係る部分を除く。）、第四号ロ又は第

保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一
いて準用する同条第二項」とする。

条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。

(1)

項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第三項にお

(1)

３～５ （略）

３～５ （略）
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替

後

◎介護保険法施行令附則第十五条第四項による同条第一項及び第二項の読替え

読

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわ

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十六年度における保

成二十五年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

らず、特例標準割合を定めることができる。

険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわ

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

第十五条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平 第十五条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平

らず、特例標準割合を定めることができる。

保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要 ２ 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要
保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を

適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

は、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五

平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適用について

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（

定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の

標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規

五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特例

三十八条第一項第一号イ（

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

は、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五

平成八年政令第十八号）第二十二条第二十一号の規定の適用について

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（

定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の

標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規

五号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特例

三十八条第一項第一号イ（
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適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第

号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は

附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

に係る部分を除く。）、第四号ロ又は第

附則第十五条第四項において準用する同条第二項に規定する第一号被

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

に係る部分を除く。）、第四号ロ又は第

保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一
いて準用する同条第二項」とする。

条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。

(1)

項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第四項にお

(1)

３～５ （略）

３～５ （略）
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替

読

替

おいては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における

第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合に

次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

おいては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における

第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合に

（傍線の部分は読替部分）

次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合

前

定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合

において、市町村は、第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所

後

◎介護保険法施行令附則第十六条第二項による同令第三十九条第一項の読替え

読

において、市町村は、第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所

得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて

（特別の基準による保険料率の算定）

得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて

得た額を保険料率とすることができる。

(1)

43

（特別の基準による保険料率の算定）

得た額を保険料率とすることができる。

一

る割合

次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定め

一 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定め
る割合

イ

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか
に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

市町村民税世帯非課税者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

市町村民税世帯非課税者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状
ロ 被保護者

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状
ロ 被保護者

に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
なるもの（イ（

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（イ（

(1)

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

態となるもの

(2) (1)

態となるもの

(2) (1)

四号ロ、第五号ロ若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六
条第二項に規定する第一号被保険者を除く。）

四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）

る割合

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

る割合

四分の二を標準として市町村が定め

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

二 次のいずれかに該当する者

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

二 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定め

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

り、かつ、前号に該当しない者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

り、かつ、前号に該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（前号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

なるもの（前号イ（

、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

、第五号ロ若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二
項に規定する第一号被保険者を除く。）

三 次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定め
る割合

次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定め
る割合

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者
ロ

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

に係る部分を除く。）、次号ロ、第五号

なるもの（第一号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ、第五号

なるもの（第一号イ（

ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）
る割合

次のいずれかに該当する者

る割合

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による

四分の四を標準として市町村が定め

ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）
四

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

も該当しないもの

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

ロ

も該当しないもの

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

四 次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定め

三

(1)

(1)
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(1)

(1)

五

号ロに該当する者を除く。）

なるもの（第一号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第六

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

号ロに該当する者を除く。）

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ又は第六

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

五 次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定
める割合

次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定
める割合

イ 合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

前各号のいずれにも該当しないもの

イ 合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、
前各号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ
の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）又は次号ロに該当
する者を除く。）

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）又は次号ロに該当
する者を除く。）

町村が定める割合

六 次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市

町村が定める割合

イ 合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村

次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市
イ 合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村

が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

しないもの
ロ

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

しないもの

が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当
ロ

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）に該当する者を除

２～４ （略）

合で市町村が定める割合

七 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割

く。）

なるもの（第一号イ（ に係る部分を除く。）に該当する者を除
く。）

２～４ （略）

合で市町村が定める割合

七 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割

六

(1)

(1)

(1)
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(1)

(1)

(1)

替

後

替

（支援給付に係るその他の法令の適用）

読

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令附則第十六条第二項による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十
二条第二十一号の読替え

読
（支援給付に係るその他の法令の適用）

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一～二十 （略）

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令
一～二十 （略）

二十一

用については、次に定めるところによる。

介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適

二十一 介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適
用については、次に定めるところによる。
まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

並びに第三十九条第一項の規定の適用については、支援給付を受

まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

イ 介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項の規定の適用につ

けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を

介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

いては、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要

要保護者と、支援給付を保護とみなす。

イ

とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

ロ

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

）」とする。

ロ

）」とする。

46

二十二～二十五 （略）

二十二～二十五

（略）

47

替

後

◎介護保険法施行令附則第十六条第三項による同条第一項及び第二項の読替え

読

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第十六条 市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平 第十六条 市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

第一項第一号イ（ に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四号ロ、第

成二十四年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四号ロ、第

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における

第一項第一号イ（

五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につ

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十五年度における

五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につ

いては、特例割合を適用することができる。この場合における同条第

保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわら

いては、特例割合を適用することができる。この場合における同条第

一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留

保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわら

一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

ず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合（次項

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第

ず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合（次項

施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第

一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合

一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定す

及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第三項において

る第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三

」という。）を定めることができる。

準用する同条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条

(1)

48

」という。）を定めることができる。

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

(1)

条第一項並びに附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と
する。
３～５ （略）

第二項」とする。
３～５ （略）

49

替

後

◎介護保険法施行令附則第十六条第四項による同条第一項及び第二項の読替え

読

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第十六条 市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平 第十六条 市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

第一項第一号イ（ に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四号ロ、第

成二十五年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

に係る部分を除く。）、第三号ロ、第四号ロ、第

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における

第一項第一号イ（

五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につ

額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十六年度における

五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額につ

いては、特例割合を適用することができる。この場合における同条第

保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわら

いては、特例割合を適用することができる。この場合における同条第

一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留

保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわら

一項の規定（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

ず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合（次項

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第

ず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合（次項

施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第

一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合

一項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定す

及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第四項において

る第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三

」という。）を定めることができる。

準用する同条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条

(1)

50

」という。）を定めることができる。

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

(1)

条第一項並びに附則第十六条第四項において準用する同条第二項」と
する。
３～５ （略）

第二項」とする。
３～５ （略）

51

替

読

替

おいては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における

第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合に

次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

おいては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における

第三十九条 前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合に

（傍線の部分は読替部分）

次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合

前

定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合

において、市町村は、第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所

後

◎介護保険法施行令附則第十七条第二項による同令第三十九条第一項の読替え

読

において、市町村は、第六号に掲げる第一号被保険者の区分を合計所

得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて

（特別の基準による保険料率の算定）

得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて

得た額を保険料率とすることができる。

(1)
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（特別の基準による保険料率の算定）

得た額を保険料率とすることができる。

一

る割合

次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定め

一 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定め
る割合

イ

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか
に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

市町村民税世帯非課税者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

市町村民税世帯非課税者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状
ロ 被保護者

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状
ロ 被保護者

に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
なるもの（イ（

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（イ（

(1)

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

態となるもの

(2) (1)

態となるもの

(2) (1)

四号ロ、第五号ロ若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七
条第二項に規定する第一号被保険者を除く。）

四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

る割合

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

る割合

四分の二を標準として市町村が定め

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

二 次のいずれかに該当する者

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

り、かつ、前号に該当しない者
ロ

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

なるもの（前号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

なるもの（前号イ（

、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）

三 次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定め
る割合

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

る割合

ロ

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

に係る部分を除く。）、次号ロ、第五号

なるもの（第一号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ、第五号

なるもの（第一号イ（

ロ又は第六号ロに該当する者を除く。）

る割合

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による

る割合

四 次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定め

イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による

も該当しないもの

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

も該当しないもの

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

次のいずれかに該当する者 四分の四を標準として市町村が定め

する第一号被保険者を除く。）

ロ若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者

次のいずれかに該当する者 四分の三を標準として市町村が定め

項に規定する第一号被保険者を除く。）

、第五号ロ若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

り、かつ、前号に該当しない者

二 次のいずれかに該当する者 四分の二を標準として市町村が定め

三

四

(1)

(1)
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(1)

(1)

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

次のいずれかに該当する者

四分の四を超える割合で市町村が定

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第六

なるもの（第一号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第六

なるもの（第一号イ（

号ロに該当する者を除く。）
五

める割合

次のいずれかに該当する者 四分の四を超える割合で市町村が定

号ロに該当する者を除く。）

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

五
める割合
イ

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

に係る部分を除く。）又は次号ロに該当

次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市

する者を除く。）

なるもの（第一号イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

前各号のいずれにも該当しないもの

合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、

イ 合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、
前各号のいずれにも該当しないもの
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号
に係る部分を除く。）又は次号ロに該当
六

町村が定める割合

次のいずれかに該当する者 前号に掲げる割合を超える割合で市

する者を除く。）

なるもの（第一号イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ロ

六
町村が定める割合

合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村

イ

が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当
しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

に係る部分を除く。）に該当する者を除

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

しないもの

が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

イ 合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村

ロ

２～４ （略）

合で市町村が定める割合

七 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割

く。）

なるもの（第一号イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と
に係る部分を除く。）に該当する者を除

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と
なるもの（第一号イ（
く。）

七 前各号のいずれにも該当しない者 前号に掲げる割合を超える割
合で市町村が定める割合
２～４ （略）

(1)
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(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

替

後

替

（支援給付に係るその他の法令の適用）

読

前

（傍線の部分は読替部分）

◎介護保険法施行令附則第十七条第二項による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十
二条第二十一号の読替え

読
（支援給付に係るその他の法令の適用）

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令

の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一～二十 （略）

第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令
一～二十 （略）

二十一

用については、次に定めるところによる。

介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適

二十一 介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）の規定の適
用については、次に定めるところによる。
まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

並びに第三十九条第一項の規定の適用については、支援給付を受

まで、第二十九条の二第四項から第八項まで、第三十八条第一項

イ 介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

、第三十九条第一項並びに附則第十七条第二項の規定の適用につ

けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を

介護保険法施行令第二十二条の二第二項及び第四項から第八項

いては、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要

要保護者と、支援給付を保護とみなす。

イ

とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

同項第九号中「規定」とあるのは、「規定（中国残留邦人等の円

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

ロ

する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項にお

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、

いて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。

）」とする。

ロ

）」とする。
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二十二～二十五 （略）

二十二～二十五

（略）

56

替

後

◎介護保険法施行令附則第十七条第三項による同条第一項及び第二項の読替え

読

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第十七条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平 第十七条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平

例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定

第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特

第一項第一号イ（

に係る部分を除く。）、第四号ロ、第五号ロ又は

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の円

例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定

第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特

第一項第一号イ（ に係る部分を除く。）、第四号ロ、第五号ロ又は

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二

成二十四年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二

十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保

十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号

ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十五年度における保

ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定す

険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第三項において

る第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三

険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず

準用する同条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条

、特例割合を定めることができる。

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

第二項」とする。
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、特例割合を定めることができる。

条第一項並びに附則第十七条第三項において準用する同条第二項」と
する。

(1)

(1)

３～５ （略）

３～５ （略）
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替

後

◎介護保険法施行令附則第十七条第四項による同条第一項及び第二項の読替え

読

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第十七条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平 第十七条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平

例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定

第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特

第一項第一号イ（

に係る部分を除く。）、第四号ロ、第五号ロ又は

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の円

例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定

第六号ロに該当する者を除く。）に課される保険料額については、特

第一項第一号イ（ に係る部分を除く。）、第四号ロ、第五号ロ又は

たならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者（第三十九条

者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用され

２ 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護

成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

（他の法令において引用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二

成二十五年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二

十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保

十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号

ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十六年度における保

ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるの

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定す

険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず

は「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第四項において

る第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三

険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず

準用する同条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条

十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条

、特例割合を定めることができる。

第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九

第二項」とする。
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、特例割合を定めることができる。

条第一項並びに附則第十七条第四項において準用する同条第二項」と
する。

(1)

(1)

３～５ （略）

３～５ （略）
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第七条（地方自治法施行令の一部改正）関係の読替え

替

後

読
（老人居宅生活支援事業の開始）

◎地方自治法第百七十四条の三十一の二第三項による老人福祉法の読替え

読
（老人居宅生活支援事業の開始）

替

（傍線部分は改正部分）

前

に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

ところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事

（廃止又は休止）

、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て

第十四条 国、都道府県及び指定都市以外の者は、厚生労働省令の定める 第十四条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところによ

（廃止又は休止）

（施設の設置）

ればならない。

一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なけ

事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の

第十五条 （略）

（施設の設置）

い。

に、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならな

し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前まで

第十四条の三 国、都道府県及び指定都市以外の者は、老人居宅生活支援 第十四条の三 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止

第十五条 （略）

出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援

により、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け

設置することができる。

デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを

らかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人

２ 国、都道府県及び指定都市以外の者は、厚生労働省令の定めるところ ２ 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あ

センターを設置することができる。

３ 指定都市以外の市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（ ３ 市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律
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ころにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に

をいう。第十六条第二項において同じ。）は、厚生労働省令の定めると

平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人

老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

らかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護

条第二項において同じ。）は、厚生労働省令の定めるところにより、あ

第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六

４ （略）

届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することがで
きる。
４ （略）

（廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加）

６ （略）

老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。

５ 国、都道府県及び指定都市以外の者は、社会福祉法の定めるところに ５ 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費
より、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
６ （略）
（廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加）

しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働

ター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止

る事項を都道府県知事に届け出なければならない。

るときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定め

短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとす

第十六条 国、都道府県及び指定都市以外の者は、老人デイサービスセン 第十六条 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人

省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しく

特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し

少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項

定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減

ームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所

２ 指定都市以外の市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は ２ 市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホ

は入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省

を都道府県知事に届け出なければならない。

（報告の徴収等）

３・４ （略）

令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
３・４ （略）
（報告の徴収等）
は、老人居宅生活支援事業を行う者（都道府県を除く。）又は老人デイ

人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要

は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老

第十八条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるとき 第十八条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるとき
サービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの
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設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、

設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関

の物件を検査させることができる。

、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他

と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ

又は特別養護老人ホーム（これらのうち都道府県が設置するものを除く

、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち

又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め

２ 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム ２ 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム
。）の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、

入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

（改善命令等）

３・４ （略）

関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書
類その他の物件を検査させることができる。
３・４ （略）
（改善命令等）
う者（都道府県を除く。）が第十四条の四の規定に違反したと認めると

、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して

第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行 第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行
きは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずる
ことができる。

項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇に

その事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七

に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は

支援センターの設置者（都道府県を除く。）が、この法律若しくはこれ

）又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護

う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずる

の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行

第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条

処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは

が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする

スセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者

２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者（都道府県を除く。 ２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービ

つき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者

ことができる。
３ （略）

に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
３ （略）

第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設 第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設
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設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命

第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施

はこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条

置者（都道府県を除く。）がこの法律若しくはこれに基づく命令若しく

項の規定による認可を取り消すことができる。

の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四

なくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営

る処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合し

置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてす

２ （略）

じ、又は第十五条第四項の規定による認可を取り消すことができる。
２ （略）
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替

後

読
（老人居宅生活支援事業の開始）

◎地方自治法第百七十四条の四十九の十第三項による老人福祉法の読替え

読
（老人居宅生活支援事業の開始）

替

（傍線部分は改正部分）

前

届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

ころにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に

（廃止又は休止）

、老人居宅生活支援事業を行うことができる。

り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て

第十四条 国、都道府県及び中核市以外の者は、厚生労働省令の定めると 第十四条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところによ

（廃止又は休止）

（施設の設置）

ばならない。

月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なけれ

業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一

第十五条 （略）

（施設の設置）

い。

に、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならな

し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前まで

第十四条の三 国、都道府県及び中核市以外の者は、老人居宅生活支援事 第十四条の三 国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止

第十五条 （略）

て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援セ

より、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出

設置することができる。

デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを

らかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人

２ 国、都道府県及び中核市以外の者は、厚生労働省令の定めるところに ２ 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あ

ンターを設置することができる。
成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人を

条第二項において同じ。）は、厚生労働省令の定めるところにより、あ

第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六

３ 中核市以外の市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平 ３ 市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律
いう。第十六条第二項において同じ。）は、厚生労働省令の定めるとこ
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ろにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届

老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

らかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護

４ （略）

け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができ
る。
４ （略）

（廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加）

６ （略）

老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。

５ 国、都道府県及び中核市以外の者は、社会福祉法 の定めるところによ ５ 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法 の定めるところにより、軽費
り、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
６ （略）
（廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加）

ようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省

ー、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止し

る事項を都道府県知事に届け出なければならない。

るときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定め

短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとす

第十六条 国、都道府県及び中核市以外の者は、老人デイサービスセンタ 第十六条 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人

令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは

別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、

少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項

定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減

ームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所

２ 中核市以外の市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特 ２ 市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホ

入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令

を都道府県知事に届け出なければならない。

（報告の徴収等）

３・４ （略）

で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
３・４ （略）
（報告の徴収等）

設置者（都道府県を除く。）に対して、必要と認める事項の報告を求め

サービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの

は、老人居宅生活支援事業を行う者（都道府県を除く。）又は老人デイ

、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他

と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ

人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要

は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老

第十八条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるとき 第十八条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるとき

、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若し
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くは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることが
できる。

の物件を検査させることができる。

又は特別養護老人ホーム（これらのうち都道府県が設置するものを除く

、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち

又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め

２ 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム ２ 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム
。）の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、

入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

（改善命令等）

３・４ （略）

関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書
類その他の物件を検査させることができる。
３・４ （略）
（改善命令等）
う者（都道府県を除く。）が第十四条の四の規定に違反したと認めると

、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して

第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行 第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行
きは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずる
ことができる。

項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇に

その事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七

に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は

支援センターの設置者（都道府県を除く。）が、この法律若しくはこれ

）又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護

う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずる

の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行

第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条

処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは

が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする

スセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者

２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者（都道府県を除く。 ２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービ

つき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者

ことができる。
３ （略）

に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
３ （略）

置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてす

第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設 第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設
置者（都道府県を除く。）がこの法律若しくはこれに基づく命令若しく
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設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命

第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施

はこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条

項の規定による認可を取り消すことができる。

の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四

なくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営

る処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合し

２ （略）

じ、又は第十五条第四項の規定による認可を取り消すことができる。
２ （略）
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替

後

替

前

（傍線部分は読替え部分、波線部分は当然読替え部分）
読
第三節 介護給付
（居宅介護サービス費の支給）

◎地 方自治法 第 百 七十 四条 の三 十一 の四 第三項 によ る 介 護 保険法 の 読替え

読
第三節 介護給付
（居宅介護サービス費の支給）

いて、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険

て厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につ

供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用とし

養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提

、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療

定居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き

」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指

業を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス

定居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事

介護被保険者」という。）が、指定都市の市長が指定する者（以下「指

険者」という。）のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要

が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当

て、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者

厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につい

に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として

介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き、

という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定

を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス」

居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事業

介護被保険者」という。）が、都道府県知事が指定する者（以下「指定

険者」という。）のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要

12
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第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保 第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保

者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、

該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない
（略）

当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでな

２～

。
（略）

い。
２～
12

（特例居宅介護サービス費の支給）

（特例居宅介護サービス費の支給）

と認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び

及び運営に関する基準のうち、指定都市の条例で定めるものを満たす

める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備

第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指定都市の条例で定

これに相当するサービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又は

一 （略）

、特例居宅介護サービス費を支給する。

次項において「基準該当居宅サービス」という。）を受けた場合にお

と認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び

及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たす

める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備

第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定

これに相当するサービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又は

一 （略）

、特例居宅介護サービス費を支給する。

第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し 第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し

次項において「基準該当居宅サービス」という。）を受けた場合にお

いて、必要があると認めるとき。
三・四 （略）

いて、必要があると認めるとき。
三・四 （略）

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

める基準を参酌するものとする。

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

２ 指定都市が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三 ２ 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三

める基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（居宅介護サービス計画費の支給）

３～５ （略）

一～四 （略）
３～５ （略）
（居宅介護サービス計画費の支給）

居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指

る者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る

居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に

宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指定

者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居

第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、指定都市の市長が指定す 第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する

定居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者
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に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービ
計画費を支給する。

対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス

（施設介護サービス費の支給）

２～８ （略）

ス計画費を支給する。
２～８ （略）
（施設介護サービス費の支給）

一 指定都市の市長が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

祉施設」という。）により行われる介護福祉施設サービス（以下「指

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以 第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以

福祉施設」という。）により行われる介護福祉施設サービス（以下「

定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

指定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

２～８ （略）

（介護予防サービス費の支給）

第四節 予防給付

２～８ （略）
第四節 予防給付
（介護予防サービス費の支給）

市の市長が指定する者（以下「指定介護予防サービス事業者」という。

支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、指定都

から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる

県知事が指定する者（以下「指定介護予防サービス事業者」という。）

支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、都道府

第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において 第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において

）から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われ

71

の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外

費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項

費用を除く。以下この条において同じ。）について、介護予防サービス

要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める

者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に

期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居

き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短

サービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除

ときに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防

定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定める

町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指

条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市

たとき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同

る介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受け

介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の

を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の

用を除く。以下この条において同じ。）について、介護予防サービス費

する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費

生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者

、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期

ービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き

きに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サ

介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めると

村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定

第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町

とき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条

介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受けた

（特例介護予防サービス費の支給）

２～８ （略）

の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
２～８ （略）
（特例介護予防サービス費の支給）

定都市の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防

る第百十五条の四第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指

ビス又はこれに相当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サー

一 （略）

、特例介護予防サービス費を支給する。

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及

道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防

る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都

ビス又はこれに相当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サー

一 （略）

、特例介護予防サービス費を支給する。

第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し 第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及
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防サービス」という。）を受けた場合において、必要があると認める

により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予

指定都市の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所

び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、

とき。

防サービス」という。）を受けた場合において、必要があると認める

により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予

都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所

び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、

三・四 （略）

とき。
三・四 （略）

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

める基準を参酌するものとする。

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

２ 指定都市が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三 ２ 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三

める基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（指定居宅サービス事業者の指定）

第二節 指定居宅サービス事業者

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

３～５（略）

一～四 （略）
３～５（略）
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第二節 指定居宅サービス事業者
（指定居宅サービス事業者の指定）

及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以

により、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類

下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。

及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以

により、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類

第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところ 第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところ

下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。この場合にお
いて、指定都市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るも
のであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならな
い。
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期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三

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若しくは短

り行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪

三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等によ

第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四

入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、

看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期

行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

２ 指定都市の市長は、前項の申請があった場合において、第一号から第 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三

、第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第

十一条第一項本文の指定をしてはならない。

三～七 （略）

四十一条第一項本文の指定をしてはならない。

三～七 （略）

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日か

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日か

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定

一 申請者が指定都市の条例で定める者でないとき。

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより指定都市の

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条

市長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第

十四条第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指定都市の条

通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

例で定める員数を満たしていないとき。

第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

例で定める員数を満たしていないとき。

いて相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五

を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

年を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

定める基準に従い定めるものとする。

３ 指定都市が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で ３ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で
定める基準に従い定めるものとする。

定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介

４ 指定都市の市長は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型 ４ 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特
特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活
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ないことができる。

生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をし

めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を

又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認

施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、

専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定

が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護

護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県

入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介

より当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設

当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定に

介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、

いことができる。

ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしな

るとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認め

設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又

用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施

定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専

の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が

居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護

り当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入

該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定によ

護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、当

障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定

と認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支

か、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになる

の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達している

道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域

より算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都

定施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところに

項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特

において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二

入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合

施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設

しないことができる。

を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定を

認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障

、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか

府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の

り算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道

施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところによ

の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定

おいて、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項

居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合に

設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入

５ 指定都市の市長は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定 ５ 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施

をしないことができる。

６ 都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定（特定施設入居者生活
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介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。）

をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事

項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一

項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を
求めなければならない。

本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、

場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項

ものに限る。以下この項において同じ。）につき第一項の申請があった

行う居宅サービス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める

護等の見込量を確保するため、当該指定都市の区域に所在する事業所が

「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護看

号の規定により当該指定都市が定める区域とする。以下この項において

応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項第一

おいて同じ。）において定める当該指定都市又は当該定期巡回・随時対

十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項に

と認めるときは、当該指定都市が定める市町村介護保険事業計画（第百

の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当する

介護看護等事業所」という。）が当該指定都市の区域にある場合その他

該事業を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問

いう。以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当

護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものを

介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介

型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

回・随時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着

。

場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない

看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この

て「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護

第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項におい

時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項

の項において同じ。）において定める当該市町村又は当該定期巡回・随

（第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下こ

令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画

のに限る。）に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省

令で定める居宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うも

ときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省

働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認める

護等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労

を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看

以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業

、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。

外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以

時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

７ 指定都市の市長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡 ７ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随

定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するた
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当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ご

の量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービスの種類ごと

保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域におけ

において同じ。）の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護

規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス（この項の

めに必要と認める条件を付することができる。

との見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指

る当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第

８ 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を

二 （略）

。

一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき

定によってこれを超えることになるとき。

二 （略）
８ （適用除外）

求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスに

つき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に

従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文

の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業

の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる
。

指定都市の条例で定める基準に従い指定都市の条例で定める員数の当該

指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該

第七十四条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、 第七十四条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、
指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

に関する基準は、都道府県の条例で定める。

２ 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営 ２ 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営
に関する基準は、指定都市の条例で定める。

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

３ 指定都市が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号ま ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号ま

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める
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基準を参酌するものとする。
一～四 （略）

基準を参酌するものとする。

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）

定めるところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出な

止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけ

止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

第七十五条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及 第七十五条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及

ければならない。
又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

２ 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、 ２ 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、
の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を指定都市の市長に届け出

ければならない。

第七十五条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

なければならない。

【引き続き都道府県が実施】

による第七十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必

要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介

護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連

絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言そ
の他の援助を行うことができる。

２ 厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都

道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、

当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第四項に規定する便宜の

提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知
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（報告等）

事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県

の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができ
る。
（報告等）

事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業

は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス

者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又

を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業

た者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示

業者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であっ

指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従

に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に

当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事

若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった

定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業

関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指

第七十六条 指定都市の市長又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給 第七十六条 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に

に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件

検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

とを勧告することができる。

者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこ

号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業

て第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者

第七十六条の二 指定都市の市長は、指定居宅サービス事業者が、次の各 第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号

て第七十四条第一項の指定都市の条例で定める基準又は同項の指定都
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市の条例で定める員数を満たしていない場合 当該指定都市の条例で

定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で
三・四 （略）

定める基準又は当該指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
三・四 （略）
勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなか

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
ったときは、その旨を公表することができる。

きは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に

ス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービ ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス

係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

に通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（指定の取消し等）

若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の指定都市の条例

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識

一・二 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

いては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指

で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことが

若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の都道府県の条例

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識

一・二 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定

第七十七条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

で定める基準又は同項の指定都市の条例で定める員数を満たすことが
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できなくなったとき。
四～十三 （略）

できなくなったとき。
四～十三 （略）

ばならない。

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長に通知しなけれ

ス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

（公示）

ならない。

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ

ス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（公示）

ス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生

第七十八条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サー 第七十八条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービ
ビス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚

労働省令で定める事項を公示しなければならない。

第七十九条 （略）

（指定居宅介護支援事業者の指定）

第四節 指定居宅介護支援事業者

一～三 （略）

生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公
示しなければならない。
一～三 （略）
第四節 指定居宅介護支援事業者
（指定居宅介護支援事業者の指定）
第七十九条 （略）

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより指定都市の

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日か

一～六 （略）

ずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日か

一～六 （略）

れかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

２ 指定都市の市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のい ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいず

市長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を
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いて相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五

第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ

通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条第

七・八 （略）

を経過しないものであるとき。

七・八 （略）

（変更の届出等）

年を経過しないものであるとき。

（変更の届出等）

定めるところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出な

止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけ

止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及 第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及

ければならない。
又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、 ２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、
の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を指定都市の市長に届け出

ければならない。

第八十二条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅介護支援事業者

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

なければならない。

【引き続き都道府県が実施】

による第八十一条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必

要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居

宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介

護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことがで
きる。

２ 厚生労働大臣は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都

道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、
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（報告等）

当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第四項に規定する便宜の

提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知

事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県

の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができ
る。
（報告等）

せ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事

であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ

しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者

しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若

て「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若

若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項におい

、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者

所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳

、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務

あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ

くは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者で

くは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若し

「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若し

しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において

指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若

第八十三条 指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは 第八十三条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、

務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その

簿書類その他の物件を検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

とを勧告することができる。

者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこ

号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業

一～三 （略）

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者

第八十三条の二 指定都市の市長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各 第八十三条の二 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号

一～三 （略）

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
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ったときは、その旨を公表することができる。

勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなか

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

きは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に

援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援

係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

に通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長

援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支 ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支

（指定の取消し等）

することができる。

取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止

いては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を

一～十二 （略）

ることができる。

り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す

ては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取

第八十四条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

一～十二 （略）

事業所の所在地の指定都市の市長に通知しなければならない。

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る

規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前

（公示）

事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る

規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前

２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の ２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の

（公示）

第八十五条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護 第八十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支
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令で定める事項を公示しなければならない。

支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省
一～三 （略）

で定める事項を公示しなければならない。

援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令

（指定介護老人福祉施設の指定）

第一款 指定介護老人福祉施設

第五節 介護保険施設

一～三 （略）
第五節 介護保険施設
第一款 指定介護老人福祉施設
（指定介護老人福祉施設の指定）

うち、その入所定員が三十人以上であって指定都市の条例で定める数で

ころにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの

あるものの開設者の申請があったものについて行う。

うち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数で

ころにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの

第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めると 第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めると

あるものの開設者の申請があったものについて行う。

退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）

当該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞

該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における

ところにより指定都市の市長が当該特別養護老人ホームの開設者に当

か否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定める

第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行う

よる検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定に

一～五 （略）

第一号の指定をしてはならない。

老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項

、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき

をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で

該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞退

検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当

ところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該

か否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定める

第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行う

よる検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定に

一～五 （略）

一号の指定をしてはならない。

人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第

２ 指定都市の市長は、前項の申請があった場合において、当該特別養護 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老

で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであると
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き。
六・七 （略）

。
六・七 （略）

３ 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするとき

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな
い。

護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有

しなければならない。

護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有

第八十八条 指定介護老人福祉施設は、指定都市の条例で定める員数の介 第八十八条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介
しなければならない。

関する基準は、都道府県の条例で定める。

２ 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に ２ 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に
関する基準は、指定都市の条例で定める。
ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に

ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に

３ 指定都市が前二項の条例を定めるに当たっては次に掲げる事項につい ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては次に掲げる事項につい
ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一～三 （略）

（変更の届出）

４～６ （略）

一～三 （略）
４～６ （略）
（変更の届出）

ところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出なければ

生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める

らない。

ところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな

生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める

第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚 第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚

ならない。

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）
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【引き続き都道府県が実施】

（報告等）

第八十九条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の

開設者による第八十八条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われる

ため必要があると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者及

び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整

又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言そ
の他の援助を行うことができる。

２ 厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以

上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合にお

いて、当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第四項に規

定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当

該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設

者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援
助を行うことができる。
（報告等）

施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある

に対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉

若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者

を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者

た者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示

その長その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であっ

指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくは

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ

設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場

対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施

しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に

命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

の長その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であった

定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはそ

第九十条 指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、 第九十条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指

場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる

とができる。
２ （略）

ことができる。
２ （略）
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（勧告、命令等）

（勧告、命令等）

一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員につい

きことを勧告することができる。

開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべ

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の

て第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない

一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員につい

ことを勧告することができる。

設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべき

掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開

第九十一条の二 指定都市の市長は、指定介護老人福祉施設が、次の各号 第九十一条の二 都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、次の各号に

て第八十八条第一項の指定都市の条例で定める員数を満たしていない

場合 当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

場合 当該指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従

なかったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わ

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
わなかったときは、その旨を公表することができる。

ったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて

祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

たときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、

施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉

、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

都市の市長に通知しなければならない。

ると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の指定

護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

（指定の取消し等）

府県知事に通知しなければならない。

ると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道

護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介

（指定の取消し等）

第九十二条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第九十二条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい
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事する従業者の人員について、第八十八条第一項の指定都市の条例で

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

いては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指

定める員数を満たすことができなくなったとき。

事する従業者の人員について、第八十八条第一項の都道府県の条例で

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従

一 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定

三～十二 （略）

定める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十二 （略）
第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設につい

て、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設につい

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条
て、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定

介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

（公示）

介護老人福祉施設の所在地の指定都市の市長に通知しなければならない
。
（公示）

祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚

第九十三条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人 第九十三条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福
福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の

生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

（開設許可）

第二款 介護老人保健施設

一～三 （略）

厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを
公示しなければならない。
一～三 （略）
第二款 介護老人保健施設
（開設許可）

定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で 第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で
定めるところにより、指定都市の市長の許可を受けなければならない。
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この場合において、指定都市の市長は、許可をしようとするときは、あ
らかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない。
２ （略）

２ （略）

各号（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当す

ときは、前二項の許可を与えることができない。

号（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当する

３ 指定都市の市長は、前二項の許可の申請があった場合において、次の ３ 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各
るときは、前二項の許可を与えることができない。

三～七 （略）

一 （略）

三～七 （略）

七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴

一 （略）

七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞

聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察

決定予定日（当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可

許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察室

の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる

まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当

室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項

日として厚生労働省令で定めるところにより指定都市の市長が当該申請

該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した

及び機能訓練室並びに指定都市の条例で定める施設又は同条第二項の厚

者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合にお

場合における当該特定の日をいう。）までの間に第九十九条第二項の

の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。

ける当該特定の日をいう。）までの間に第九十九条第二項の規定による

規定による廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由がある

生労働省令及び指定都市の条例で定める人員を有しないとき。

廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）

者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので
八～十一 （略）

あるとき。

で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

とする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。

４ 指定都市の市長は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しよ ４ 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しよう
うとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があっ

場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条第

係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があった

５ 指定都市の市長は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加 ５ 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加に
た場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条
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に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることに

護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請

県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介

老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

第二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護

許可を与えないことができる。

支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の

ると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に

係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることにな

老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に

が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護

人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県

二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護老

（介護老人保健施設の管理）

い。

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の

６ 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするとき

の許可を与えないことができる。

（介護老人保健施設の管理）

医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。

第九十五条 介護老人保健施設の開設者は、指定都市の市長の承認を受け 第九十五条 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた
た医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
市長の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させる

とができる。

事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させるこ

２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、指定都市の ２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知
ことができる。

養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、指定都市の条例で定める施

設を有しなければならない。

養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施

第九十七条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療 第九十七条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療
設を有しなければならない。

ほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の

２ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の ２ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の
ほか、指定都市の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の
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業務に従事する従業者を有しなければならない。

業務に従事する従業者を有しなければならない。

する基準は、都道府県の条例で定める。

３ 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関 ３ 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関
する基準は、指定都市の条例で定める。
いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

４ 指定都市が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ ４ 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ
については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

５～７ （略）

一・二 （略）

５～７ （略）

（広告制限）

一・二 （略）

（広告制限）

ない。

るを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら

一～三 （略）

ない。

るを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら

第九十八条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によ 第九十八条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によ

一～三 （略）

四 その他都道府県知事の許可を受けた事項

（変更の届出等）

２ （略）

四 その他指定都市の市長の許可を受けた事項
２ （略）
（変更の届出等）

護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより

の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介

る許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他

、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより

の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介

る許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他

第九十九条 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定によ 第九十九条 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定によ

、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出なければならない。
休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃

止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃

２ 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は ２ 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は
止又は休止の日の一月前までに、その旨を指定都市の市長に届け出なけ
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ればならない。

【引き続き都道府県が実施】

（報告等）

ばならない。

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

第九十九条の二 都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設

者による第九十七条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため

必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介

護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護

老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行う
ことができる。

２ 厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の

都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において

、当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第五項に規定する便

宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府

県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都

道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うこと
ができる。
（報告等）

老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係の

健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護

人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保

告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老

他の従業者（以下「介護老人保健施設の開設者等」という。）に対し報

護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その

る場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を

人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のあ

施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老

保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健

若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人

の従業者（以下「介護老人保健施設の開設者等」という。）に対し報告

老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他

第百条 指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、介 第百条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護

ある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件
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を検査させることができる。
２ （略）

検査させることができる。
２ （略）

通知しなければならない。

必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を指定都市の市長に

二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる

立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百

老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に

は提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護

（設備の使用制限等）

知しなければならない。

必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通

二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる

立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百

老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に

は提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護

３ 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しく ３ 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しく

（設備の使用制限等）

を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

て、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限

なくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定め

設の設備及び運営に関する基準（設備に関する部分に限る。）に適合し

施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施

規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに指定都市の条例で定める

（変更命令）

定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を

くなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて

の設備及び運営に関する基準（設備に関する部分に限る。）に適合しな

設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設

定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施

第百一条 指定都市の市長は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に 第百一条 都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に規

（変更命令）

設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を

施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施

ずることができる。

の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命

設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設

第百二条 指定都市の市長は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健 第百二条 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施

命ずることができる。

ついて、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する指定都市の市長の権限に属する事務 ２ 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務に
について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を
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（業務運営の勧告、命令等）

同項の事務を行うことを指示することができる。

確保するため緊急の必要があると認めるときは、指定都市の市長に対し

（業務運営の勧告、命令等）

の事務を行うことを指示することができる。

保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項

一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生

ることができる。

期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告す

合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、

労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当

一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生

ことができる。

限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告する

に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期

第百三条 指定都市の市長は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場 第百三条 都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合

労働省令又は指定都市の条例で定める員数を満たしていない場合 当

該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

該厚生労働省令又は指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わ

かったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わな

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
なかったときは、その旨を公表することができる。

告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停

ときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧

設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

を命ずることができる。

に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止

きは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告

の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設

止を命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

るときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の指定都市の市長に

健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認め

知しなければならない。

るときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通

健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認め

５ 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保 ５ 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保

通知しなければならない。
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（許可の取消し等）

（許可の取消し等）

ができる。

、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止すること

ては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し

一～十二 （略）

できる。

又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することが

は、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、

第百四条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第百四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において

一～十二 （略）

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健

に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項

施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健

に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項

２ 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付 ２ 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付

施設の所在地の指定都市の市長に通知しなければならない。

し同項の事務を行うことを指示することができる。

を確保するため緊急の必要があると認めるときは、指定都市の市長に対

務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全

（公示）

項の事務を行うことを指示することができる。

確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同

について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を

３ 厚生労働大臣は、第一項に規定する指定都市の市長の権限に属する事 ３ 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務

（公示）

施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の

第百四条の二 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該介護老人保 第百四条の二 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該介護老人保健
健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他

厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

（指定介護予防サービス事業者の指定）

第六節 指定介護予防サービス事業者

一～三 （略）

の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これ
を公示しなければならない。
一～三 （略）
第六節 指定介護予防サービス事業者
（指定介護予防サービス事業者の指定）

96

第百十五条の二 （略）

第百十五条の二 （略）

の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号

通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定

われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防

り行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行

三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等によ

除く。）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定を

申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を

所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の

れる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通

行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行わ

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

２ 指定都市の市長は、前項の申請があった場合において、第一号から第 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三

を除く。）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定

してはならない。

三～七 （略）

をしてはならない。

三～七 （略）

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた

日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一

一 申請者が指定都市の条例で定める者でないとき。

日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一

項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百

項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより指

道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定

十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県

定都市の市長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特

の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第百

十五条の四第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指定都市

定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業

の条例で定める員数を満たしていないとき。

百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事

の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から

の条例で定める員数を満たしていないとき。

業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日か

起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

ら起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

定める基準に従い定めるものとする。

３ 指定都市が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で ３ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で
定める基準に従い定めるものとする。
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数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならな

ごとに、指定都市の条例で定める基準に従い指定都市の条例で定める員
い。

数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならな

ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員

第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所 第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所

い。
ための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事

業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

ための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事

２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防の ２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防の
業の設備及び運営に関する基準は、指定都市の条例で定める。

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

基準を参酌するものとする。

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

３ 指定都市が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号ま ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号ま

基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）

生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市

、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚

の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき

に届け出なければならない。

生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事

、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚

の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき

第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所 第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所

長に届け出なければならない。

より、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を指定都市の市長

廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

届け出なければならない。

より、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に

廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を ２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を

に届け出なければならない。
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【引き続き都道府県が実施】

（報告等）

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

第百十五条の六 都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事

業者による第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われ

るため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及

び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他の

関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該

関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

２ 厚生労働大臣は、同一の指定介護予防サービス事業者について二以上

の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合におい

て、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第四項に規

定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当

該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者

に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助
を行うことができる。
（報告等）

者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若し

定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった

提出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指

ビス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の

る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防サー

若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係

支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者

は当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所そ

等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく

に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者

出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定

ス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提

事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防サービ

しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る

給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若

第百十五条の七 指定都市の市長又は市町村長は、介護予防サービス費の 第百十五条の七 都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支

くは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所
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その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

の他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設

（勧告、命令等）

２ （略）

設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

て第百十五条の四第一項の指定都市の条例で定める基準又は同項の指

一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

るべきことを勧告することができる。

ビス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をと

の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サー

道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条

て第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都

一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

べきことを勧告することができる。

ス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービ

第百十五条の八 指定都市の市長は、指定介護予防サービス事業者が、次 第百十五条の八 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の

定都市の条例で定める員数を満たしていない場合 当該指定都市の条

例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

例で定める基準又は当該指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わ

かったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わな

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
なかったときは、その旨を公表することができる。

たときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、そ

ービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その

ビス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サ ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サー

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。
防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府

防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予
すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都
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（指定の取消し等）

市の市長に通知しなければならない。
（指定の取消し等）

県知事に通知しなければならない。

知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の指定都市

二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の

一 （略）

の効力を停止することができる。

本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部

においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項

県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満た

知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の都道府

二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の

一 （略）

効力を停止することができる。

文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の

おいては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本

第百十五条の九 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合 第百十五条の九 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合に

の条例で定める基準又は同項の指定都市の条例で定める員数を満たすこ

すことができなくなったとき。
三～十二 （略）

とができなくなったとき。
三～十二 （略）

しなければならない。

きは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長に通知

防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると

（公示）

なければならない。

きは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知し

防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予

（公示）

防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その

第百十五条の十 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護 第百十五条の十 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予
予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地そ

他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

第九節 業務管理体制の整備

一～三 （略）

の他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、
これを公示しなければならない。
一～三 （略）
第九節 業務管理体制の整備 ※大都市特例の対象外
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（業務管理体制の整備等）

第百十五条の三十二 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定

地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設

の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）は、第七十四条第五

項、第七十八条の四第七項、第八十一条第五項、第八十八条第五項、第

九十七条第六項、第百十条第五項、第百十五条の四第五項、第百十五条

の十四第七項又は第百十五条の二十四第五項に規定する義務の履行が確

保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備
しなければならない。

２ 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整

備に関する事項を届け出なければならない。

一 次号及び第三号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事
業者 都道府県知事

二 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみ

を行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所

（当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービ

スの種類が異なるものを含む。）が一の市町村の区域に所在するもの
市町村長

三 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設（当該

指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。）が

二以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大
臣
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第百十五条の三十三 （略）

３ 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た

事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞

なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町

村長（以下この節において「厚生労働大臣等」という。）に届け出なけ
ればならない。

４ 第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に

掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働

大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定め

るところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出
なければならない。

５ 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、

相互に密接な連携を図るものとする。
（報告等）

第百十五条の三十三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣

等は、当該届出を行った介護サービス事業者（同条第四項の規定による

届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行っ

た介護サービス事業者を除く。）における同条第一項の規定による業務

管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス

事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該

介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出

頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サ

ービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に

係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立

ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
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市町村長」という。）と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係

くは許可を行った市町村長（以下この項及び同条第五項において「関係

都道府県知事」という。）又は当該介護サービス事業者に係る指定若し

る指定若しくは許可を行った都道府県知事（次条第五項において「関係

接な連携の下に行うものとする。

いう。）と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密

った市町村長（以下この項及び同条第五項において「関係市町村長」と

都道府県知事」という。）又は当該介護サービス事業者に係る指定を行

る指定若しくは許可を行った都道府県知事（次条第五項において「関係

２ 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係 ２ 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係

市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

ス事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要が

長は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービ

整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村

る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の

めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行

における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認

長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者

整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村

る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の

３ 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係 ３ 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係

あると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の

うよう求めることができる。

第百十五条の三十五 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、

（介護サービス情報の報告及び公表）

第十節 介護サービス情報の公表

、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

５ 第二十四条第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について

知事又は市町村長に通知しなければならない。

で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県

は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令

４ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又

権限を行うよう求めることができる。
４・５ （略）

第十節 介護サービス情報の公表 ※大都市特例の対象外

第百十五条の三十五 （略）

指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老

人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、
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２～４ （略）

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業

者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護

その他の厚生労働省令で定めるサービス（以下「介護サービス」という

。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは

、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サ

ービス情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又

は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は

利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用

する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働

省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供す

る事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければな
らない。

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で

定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

３ 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認め

るときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情

報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる
。

４ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若

しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事

業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又は

その調査を受けることを命ずることができる。
をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護サービス事業者の指定又

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定

５ 都道府県知事は、介護サービス事業者に対して前項の規定による処分 ５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介
は許可をした指定都市の市長に通知しなければならない。
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６ （適用除外）

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設若しく

は介護老人保健施設の開設者が第四項の規定による命令に従わないとき

は、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護

予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護

老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許

可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその

し、又は期間を定めてその指定又は許可の全部若しくは一部の効力を停

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定又は許可を取り消

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

７ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第四項の規定による命令に従 ７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介

指定又は許可をした指定都市の市長に通知しなければならない。

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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替

後

替

前

（傍線部分は読替え部分、波線部分は当然読替え部分）
読
（居宅介護サービス費の支給）

◎地方自治法第百七十四条の四十九の十一の二第二項による介護保険法の読替え

読
（居宅介護サービス費の支給）

居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事業

介護被保険者」という。）が、中核市の市長が指定する者（以下「指定

険者」という。）のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要

を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス」

居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事業

介護被保険者」という。）が、都道府県知事が指定する者（以下「指定

険者」という。）のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要
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第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保 第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保

を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス」

という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定

介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供

という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定

介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供

に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として

居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き、

に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として

厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につい

居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き、

厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につい

て、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

て、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者

が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当

該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない
（略）

該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない

２～

。
（略）

。
２～

（特例居宅介護サービス費の支給）

12

第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し 第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し

（特例居宅介護サービス費の支給）

12

おいて「基準該当居宅サービス」という。）を受けた場合において、

られる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項に

運営に関する基準のうち、中核市の条例で定めるものを満たすと認め

員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び

第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核市の条例で定める

これに相当するサービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又は

一 （略）

、特例居宅介護サービス費を支給する。

いて、必要があると認めるとき。

次項において「基準該当居宅サービス」という。）を受けた場合にお

と認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び

及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たす

める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備

第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定

これに相当するサービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又は

一 （略）

、特例居宅介護サービス費を支給する。

三・四 （略）

必要があると認めるとき。
三・四 （略）

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

２ 中核市が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号 ２ 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三
までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるも

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定め

める基準を参酌するものとする。

のとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標
る基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（居宅介護サービス計画費の支給）

３～５ （略）

一～四 （略）
３～５ （略）
（居宅介護サービス計画費の支給）

対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス

居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に

宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指定

者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居

計画費を支給する。

対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス

居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に

宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指定

者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居

第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、中核市の市長が指定する 第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する

計画費を支給する。
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２～８ （略）
（施設介護サービス費の支給）

２～８ （略）
（施設介護サービス費の支給）

一 中核市の市長が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

祉施設」という。）により行われる介護福祉施設サービス（以下「指

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以 第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以

祉施設」という。）により行われる介護福祉施設サービス（以下「指

定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

２～８ （略）
（介護予防サービス費の支給）

２～８ （略）
（介護予防サービス費の支給）

第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町

とき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条

介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受けた

から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる

の市長が指定する者（以下「指定介護予防サービス事業者」という。）

支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、中核市

村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定

第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町

とき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条

介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受けた

から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる

県知事が指定する者（以下「指定介護予防サービス事業者」という。）

支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、都道府

第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において 第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において

村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定
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規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の

を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の

用を除く。以下この条において同じ。）について、介護予防サービス費

する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費

生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者

、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期

ービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き

きに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サ

介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めると

介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の

を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の

用を除く。以下この条において同じ。）について、介護予防サービス費

する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費

生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者

、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期

ービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き

きに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サ

介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めると

（特例介護予防サービス費の支給）

２～８ （略）

介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
２～８ （略）
（特例介護予防サービス費の支給）

行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防サー

市の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により

定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、中核

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指

市の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サー

る第百十五条の四第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核

ビス又はこれに相当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サー

一 （略）

、特例介護予防サービス費を支給する。

防サービス」という。）を受けた場合において、必要があると認める

により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予

都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所

び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及

道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防

る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都

ビス又はこれに相当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サー

一 （略）

、特例介護予防サービス費を支給する。

第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し 第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し

ビス」という。）を受けた場合において、必要があると認めるとき。
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三・四 （略）

とき。
三・四 （略）

準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定め

のとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標

までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるも

める基準を参酌するものとする。

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

２ 中核市が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号 ２ 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三

る基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（指定居宅サービス事業者の指定）

３～５（略）

一～四 （略）
３～５（略）
（指定居宅サービス事業者の指定）

により、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類

第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところ 第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところ
により、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類

及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以

下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。

及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以
下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。この場合にお
いて、中核市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るもの
であるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない
。

十一条第一項本文の指定をしてはならない。

第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四

入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、

看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期

行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

十一条第一項本文の指定をしてはならない。

第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四

入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、

看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期

行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

２ 中核市の市長は、前項の申請があった場合において、第一号から第三 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三

一 申請者が中核市の条例で定める者でないとき。
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ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日か

三～七 （略）

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日か

三～七 （略）

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより中核市の市

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条

長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第

十四条第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核市の条例で

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

例で定める員数を満たしていないとき。

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

定める員数を満たしていないとき。

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

定める基準に従い定めるものとする。

３ 中核市が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定 ３ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で
める基準に従い定めるものとする。

用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施

定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専

の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が

居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護

り当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入

該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定によ

護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、当

定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介

設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又

用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施

定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専

の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が

居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護

り当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入

該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定によ

護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、当

定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介

４ 中核市の市長は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特 ４ 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特

設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又
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いことができる。

ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしな

るとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認め

いことができる。

ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしな

るとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認め

り算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道

施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところによ

の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定

おいて、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項

居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合に

設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入

府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の

り算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道

施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところによ

の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定

おいて、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項

居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合に

設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入

５ 中核市の市長は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施 ５ 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施

府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の

混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか

認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障

混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか
認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障

を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定を

、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定を

しないことができる。

、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

しないことができる。

６ 都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定（特定施設入居者生活

介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。）

をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事

項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一

項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を
求めなければならない。
・随時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型

施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以

時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

７ 中核市の市長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回 ７ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随
特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
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圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込

により当該中核市が定める区域とする。以下この項において「日常生活

介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項第一号の規定

同じ。）において定める当該中核市又は当該定期巡回・随時対応型訪問

第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において

めるときは、当該中核市が定める市町村介護保険事業計画（第百十七条

生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認

護看護等事業所」という。）が当該中核市の区域にある場合その他の厚

事業を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介

う。以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当該

看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをい

護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護

の項において同じ。）において定める当該市町村又は当該定期巡回・随

（第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下こ

令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画

のに限る。）に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省

令で定める居宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うも

ときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省

働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認める

護等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労

を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看

以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業

、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。

外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

て「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護

時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項

以下この項において同じ。）につき第一項の申請があった場合において

看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この

量を確保するため、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サー

、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定を

場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない

第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項におい

しないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随

。

ビス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。

時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認

との見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指

当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ご

の量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービスの種類ごと

る当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第

保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域におけ

において同じ。）の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護

規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス（この項の

める条件を付することができる。

定によってこれを超えることになるとき。

一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき
。
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二 （略）
８ （適用除外）

二 （略）

８ 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を

求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスに

つき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に

従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文

の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業

の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる
。

中核市の条例で定める基準に従い中核市の条例で定める員数の当該指定

指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該

第七十四条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、 第七十四条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、
居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

に関する基準は、都道府県の条例で定める。

２ 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営 ２ 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営
に関する基準は、中核市の条例で定める。

して定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基

し、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準と

に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと

基準を参酌するものとする。

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

３ 中核市が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号まで ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号ま

準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）
び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

第七十五条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及 第七十五条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及
止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で
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ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を中核市の市長に届け出なけ
ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけ

ければならない。

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を中核市の市長に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

（報告等）

ければならない。

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

２ 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、 ２ 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、

（報告等）

定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業

関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指

者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった

定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業

関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指

第七十六条 中核市の市長又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に 第七十六条 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に

者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった

若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は

当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者

第七十六条の二 中核市の市長は、指定居宅サービス事業者が、次の各号 第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号

を勧告することができる。
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条例で定める員数を満たしていない場合 当該中核市の条例で定める

て第七十四条第一項の中核市の条例で定める基準又は同項の中核市の

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で

て第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

三・四 （略）

基準又は当該中核市の条例で定める員数を満たすこと。
三・四 （略）
告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
たときは、その旨を公表することができる。

は、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス

る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の中核市の市長に

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（指定の取消し等）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定

一・二 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定

第七十七条 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

一・二 （略）
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定める基準又は同項の中核市の条例で定める員数を満たすことができ

若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の中核市の条例で

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識

できなくなったとき。

で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことが

若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の都道府県の条例

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識

四～十三 （略）

なくなったとき。
四～十三 （略）

ならない。

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の中核市の市長に通知しなければ

ス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

（公示）

ならない。

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ

ス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（公示）
ス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生

労働省令で定める事項を公示しなければならない。

ス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生

第七十八条 中核市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービ 第七十八条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービ
労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示

一～三 （略）

しなければならない。
一～三 （略）

（指定居宅介護支援事業者の指定）
第七十九条 （略）

（指定居宅介護支援事業者の指定）
第七十九条 （略）

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日か

一～六 （略）

れかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日か

一～六 （略）

れかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

２ 中核市の市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいず ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいず

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより中核市の市
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て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条第

長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条第

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

七・八 （略）

を経過しないものであるとき。

七・八 （略）

（変更の届出等）

を経過しないものであるとき。

（変更の届出等）

定めるところにより、十日以内に、その旨を中核市の市長に届け出なけ

止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけ

止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及 第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及

ればならない。

ければならない。

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を中核市の市長に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

（報告等）

ければならない。

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、 ２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、

（報告等）

くは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者で

くは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若し

「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若し

しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において

指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若

あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ

くは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者で

くは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若し

「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若し

しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において

指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若

第八十三条 中核市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、 第八十三条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、

あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ
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所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳

、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務

簿書類その他の物件を検査させることができる。

所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳

、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務

（勧告、命令等）

２ （略）

簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者

一～三 （略）

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者

第八十三条の二 中核市の市長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号 第八十三条の二 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号

一～三 （略）
告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
たときは、その旨を公表することができる。

は、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援

る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の中核市の市長に

援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支 ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支

（指定の取消し等）
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ることができる。

り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す

ては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取

一～十二 （略）

ることができる。

り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す

ては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取

第八十四条 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

一～十二 （略）

事業所の所在地の中核市の市長に通知しなければならない。

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る

規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前

（公示）

事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る

規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前

２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の ２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の

（公示）

援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令

第八十五条 中核市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支 第八十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支
援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令

一～三 （略）

で定める事項を公示しなければならない。

一～三 （略）

（指定介護老人福祉施設の指定）

で定める事項を公示しなければならない。

（指定介護老人福祉施設の指定）

うち、その入所定員が三十人以上であって中核市の条例で定める数であ

ころにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの

あるものの開設者の申請があったものについて行う。

うち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数で

ころにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの

第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めると 第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めると

るものの開設者の申請があったものについて行う。

一～五 （略）

一号の指定をしてはならない。

人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定に

一～五 （略）

一号の指定をしてはならない。

人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第

２ 中核市の市長は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定に
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、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき

をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で

該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞退

検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当

ところにより中核市の市長が当該特別養護老人ホームの開設者に当該

か否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定める

第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行う

よる検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき

。

、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき

をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で

該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞退

検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当

ところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該

か否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定める

第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行う

よる検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき

六・七 （略）

。
六・七 （略）

３ 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするとき

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな
い。

支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有し

しなければならない。

護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有

第八十八条 指定介護老人福祉施設は、中核市の条例で定める員数の介護 第八十八条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介
なければならない。

関する基準は、都道府県の条例で定める。

２ 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に ２ 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に
関する基準は、中核市の条例で定める。
は厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項につ

ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に

３ 中核市が前二項の条例を定めるに当たっては次に掲げる事項について ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては次に掲げる事項につい
いては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一～三 （略）
４～６ （略）

一～三 （略）
４～６ （略）
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（変更の届出）

（変更の届出）

らない。

ところにより、十日以内に、その旨を中核市の市長に届け出なければな

生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める

（報告等）

らない。

ところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな

生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める

第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚 第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚

（報告等）

の長その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であった

定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはそ

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

の長その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であった

定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはそ

第九十条 中核市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、指 第九十条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若

対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施

命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若
対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施

設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場

しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に

設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ

しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ

とができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

とができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

ことを勧告することができる。

設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべき

掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開

一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員につい

ことを勧告することができる。

設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべき

掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開

第九十一条の二 中核市の市長は、指定介護老人福祉施設が、次の各号に 第九十一条の二 都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、次の各号に

一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員につい
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て第八十八条第一項の中核市の条例で定める員数を満たしていない場

場合 当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

て第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない
二・三 （略）

合 当該中核市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わ

なかったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わ

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
なかったときは、その旨を公表することができる。

たときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、

施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

たときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、

施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介
ると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の中核

府県知事に通知しなければならない。

ると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道

護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

市の市長に通知しなければならない。

（指定の取消し等）

護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

（指定の取消し等）

事する従業者の人員について、第八十八条第一項の中核市の条例で定

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従

一 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定

定める員数を満たすことができなくなったとき。

事する従業者の人員について、第八十八条第一項の都道府県の条例で

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従

一 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定

第九十二条 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第九十二条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

める員数を満たすことができなくなったとき。
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三～十二 （略）

三～十二 （略）

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設につい

て、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設につい

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条
て、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定

介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

（公示）

介護老人福祉施設の所在地の中核市の市長に通知しなければならない。
（公示）
第九十三条 中核市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福

一～三 （略）

示しなければならない。

生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公

（開設許可）

一～三 （略）

生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚

祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚 第九十三条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福

（開設許可）

２ （略）

定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で 第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で
定めるところにより、中核市の市長の許可を受けなければならない。こ
の場合において、中核市の市長は、許可をしようとするときは、あらか
じめ、都道府県知事の同意を得なければならない。
２ （略）

室及び機能訓練室並びに中核市の条例で定める施設又は同条第二項の

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察

一 （略）

ときは、前二項の許可を与えることができない。

号（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当する

の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。

室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察

一 （略）

ときは、前二項の許可を与えることができない。

号（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当する

３ 中核市の市長は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各 ３ 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各

厚生労働省令及び中核市の条例で定める人員を有しないとき。
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八～十一 （略）

あるとき。

者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので

規定による廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由がある

場合における当該特定の日をいう。）までの間に第九十九条第二項の

該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した

まれる日として厚生労働省令で定めるところにより中核市の市長が当

許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込

聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による

七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴

三～七 （略）

八～十一 （略）

あるとき。

者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので

規定による廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由がある

場合における当該特定の日をいう。）までの間に第九十九条第二項の

該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した

まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当

許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込

聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による

七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴

三～七 （略）

とする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。

４ 中核市の市長は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しよう ４ 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しよう
とする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。

達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第

とになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の

申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えるこ

の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該

道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域

介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都

二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における

場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条第

係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があった

二項の許可を与えないことができる。

達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第

とになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の

申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えるこ

の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該

道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域

介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都

二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における

場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条第

係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があった

５ 中核市の市長は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加に ５ 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加に

二項の許可を与えないことができる。

６ 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするとき

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の
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（介護老人保健施設の管理）

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな
い。
（介護老人保健施設の管理）

医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。

第九十五条 介護老人保健施設の開設者は、中核市の市長の承認を受けた 第九十五条 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた
医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
長の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させるこ

とができる。

事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させるこ

２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、中核市の市 ２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知
とができる。

養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、中核市の条例で定める施設

設を有しなければならない。

養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施

第九十七条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療 第九十七条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療
を有しなければならない。
ほか、中核市の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業

業務に従事する従業者を有しなければならない。

ほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の

２ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の ２ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の
務に従事する従業者を有しなければならない。

する基準は、都道府県の条例で定める。

３ 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関 ３ 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関
する基準は、中核市の条例で定める。
ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

４ 中核市が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につい ４ 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ
ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

５～７ （略）

一・二 （略）

５～７ （略）

（広告制限）

一・二 （略）

（広告制限）
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ない。

るを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら
一～三 （略）

ない。

るを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら

第九十八条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によ 第九十八条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によ

一～三 （略）

四 その他都道府県知事の許可を受けた事項

（変更の届出等）

２ （略）

四 その他中核市の市長の許可を受けた事項
２ （略）
（変更の届出等）

護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより

の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介

る許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他

、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより

の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介

る許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他

第九十九条 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定によ 第九十九条 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定によ

、十日以内に、その旨を中核市の市長に届け出なければならない。

ばならない。

止又は休止の日の一月前までに、その旨を中核市の市長に届け出なけれ

休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃

（報告等）

ばならない。

止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃

２ 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は ２ 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は

（報告等）

施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老

保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健

若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人

の従業者（以下「介護老人保健施設の開設者等」という。）に対し報告

老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他

人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のあ

施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老

保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健

若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人

の従業者（以下「介護老人保健施設の開設者等」という。）に対し報告

老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他

第百条 中核市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護 第百条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護

人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のあ
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る場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

る場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を
２ （略）

検査させることができる。
２ （略）

知しなければならない。

必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を中核市の市長に通

二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる

立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百

老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に

は提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護

（設備の使用制限等）

知しなければならない。

必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通

二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる

立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百

老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に

は提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護

３ 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しく ３ 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しく

（設備の使用制限等）

第百一条 中核市の市長は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に規 第百一条 都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に規

その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定

なったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、

設備及び運営に関する基準（設備に関する部分に限る。）に適合しなく

を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の

定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を

くなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて

の設備及び運営に関する基準（設備に関する部分に限る。）に適合しな

設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設

定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施

めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

（変更命令）

定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに中核市の条例で定める施設

（変更命令）

の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命

設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設

ずることができる。

の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命

設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設

第百二条 中核市の市長は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施 第百二条 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施

ずることができる。

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する中核市の市長の権限に属する事務に ２ 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務に
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（業務運営の勧告、命令等）

の事務を行うことを指示することができる。

保するため緊急の必要があると認めるときは、中核市の市長に対し同項

ついて、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確

（業務運営の勧告、命令等）

の事務を行うことを指示することができる。

保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項

ついて、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確

一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生

ことができる。

限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告する

に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期

労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当

一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生

ことができる。

限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告する

に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期

第百三条 中核市の市長は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合 第百三条 都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合

労働省令又は中核市の条例で定める員数を満たしていない場合 当該

該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

厚生労働省令又は中核市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わな

かったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わな

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
かったときは、その旨を公表することができる。

に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止

きは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告

の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

を命ずることができる。

に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止

きは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告

の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設

を命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。
健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認め

るときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通

健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認め

５ 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保 ５ 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保
るときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の中核市の市長に通
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（許可の取消し等）

知しなければならない。
（許可の取消し等）

知しなければならない。

できる。

又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することが

は、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、

一～十二 （略）

できる。

又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することが

は、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、

第百四条 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において 第百四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において

一～十二 （略）

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健

に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項

施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健

に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項

２ 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付 ２ 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付

施設の所在地の中核市の市長に通知しなければならない。

３ 厚生労働大臣は、第一項に規定する中核市の市長の権限に属する事務 ３ 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務
確保するため緊急の必要があると認めるときは、中核市の市長に対し同

項の事務を行うことを指示することができる。

確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同

について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を

項の事務を行うことを指示することができる。

（公示）

について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を

（公示）
施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の

厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の

第百四条の二 中核市の市長は、次に掲げる場合には、当該介護老人保健 第百四条の二 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該介護老人保健
厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを

一～三 （略）

公示しなければならない。
一～三 （略）

（指定介護予防サービス事業者の指定）
第百十五条の二 （略）

（指定介護予防サービス事業者の指定）
第百十五条の二 （略）
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十五条の四第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核市の条

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百

一 申請者が中核市の条例で定める者でないとき。

してはならない。

除く。）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定を

申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を

所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の

れる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通

行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行わ

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

の条例で定める員数を満たしていないとき。

十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

してはならない。

除く。）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定を

申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を

所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の

れる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通

行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行わ

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

２ 中核市の市長は、前項の申請があった場合において、第一号から第三 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三

例で定める員数を満たしていないとき。

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより中

項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一

道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都

項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一

三～七 （略）

核市の市長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定

の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第百

三～七 （略）

の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第百

十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた

十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業

の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた

の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から

起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

定める基準に従い定めるものとする。

３ 中核市が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定 ３ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で
める基準に従い定めるものとする。
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ごとに、中核市の条例で定める基準に従い中核市の条例で定める員数の

数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならな

ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員

第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所 第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所
当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
い。
ための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事

業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

ための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事

２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防の ２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防の
業の設備及び運営に関する基準は、中核市の条例で定める。

して定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基

し、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準と

に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと

基準を参酌するものとする。

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

３ 中核市が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号まで ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号ま

準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）

生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を中核市の市長

、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚

の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき

に届け出なければならない。

生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事

、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚

の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき

第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所 第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所

に届け出なければならない。

より、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を中核市の市長に

廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

届け出なければならない。

より、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に

廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を ２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を

届け出なければならない。
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（報告等）

（報告等）

は当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所そ

等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく

に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者

出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定

ス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提

事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防サービ

しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る

給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若

の他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設

は当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所そ

等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく

に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者

出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定

ス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提

事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防サービ

しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る

給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若

第百十五条の七 中核市の市長又は市町村長は、介護予防サービス費の支 第百十五条の七 都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支

の他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

て第百十五条の四第一項の中核市の条例で定める基準又は同項の中核

一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

べきことを勧告することができる。

ス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービ

道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条

て第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都

一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

べきことを勧告することができる。

ス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービ

第百十五条の八 中核市の市長は、指定介護予防サービス事業者が、次の 第百十五条の八 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の

市の条例で定める員数を満たしていない場合 当該中核市の条例で定

例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

める基準又は当該中核市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わな

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わな
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かったときは、その旨を公表することができる。

かったときは、その旨を公表することができる。

ときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その

ビス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その

ビス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サー ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サー

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。

の市長に通知しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の中核市

防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

（指定の取消し等）

県知事に通知しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府

防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予

（指定の取消し等）

知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の中核市

二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の

一 （略）

効力を停止することができる。

文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の

おいては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本

県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満た

知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の都道府

二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の

一 （略）

効力を停止することができる。

文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の

おいては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本

第百十五条の九 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に 第百十五条の九 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合に

の条例で定める基準又は同項の中核市の条例で定める員数を満たすこ

すことができなくなったとき。
三～十二 （略）

とができなくなったとき。
三～十二 （略）
防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると

きは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知し

防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予
きは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の中核市の市長に通知し
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（公示）

なければならない。
（公示）

なければならない。

防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その

第百十五条の十 中核市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予 第百十五条の十 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予
防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その

他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

第九節 業務管理体制の整備

一～三 （略）

他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、こ
れを公示しなければならない。
一～三 （略）
第九節 業務管理体制の整備 ※大都市特例の対象外

（業務管理体制の整備等）

第百十五条の三十二 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定

地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設

の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）は、第七十四条第五

項、第七十八条の四第七項、第八十一条第五項、第八十八条第五項、第

九十七条第六項、第百十条第五項、第百十五条の四第五項、第百十五条

の十四第七項又は第百十五条の二十四第五項に規定する義務の履行が確

保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備
しなければならない。

２ 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整

備に関する事項を届け出なければならない。

一 次号及び第三号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事
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第百十五条の三十三 （略）

業者 都道府県知事

二 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみ

を行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所

（当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービ

スの種類が異なるものを含む。）が一の市町村の区域に所在するもの
市町村長

三 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設（当該

指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。）が

二以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大
臣

３ 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た

事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞

なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町

村長（以下この節において「厚生労働大臣等」という。）に届け出なけ
ればならない。

４ 第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に

掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働

大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定め

るところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出
なければならない。

５ 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、

相互に密接な連携を図るものとする。
（報告等）

第百十五条の三十三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣

等は、当該届出を行った介護サービス事業者（同条第四項の規定による
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届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行っ

た介護サービス事業者を除く。）における同条第一項の規定による業務

管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス

事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該

介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出

頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サ

ービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に

係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立

ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
る指定若しくは許可を行った都道府県知事（次条第五項において「関係

都道府県知事」という。）又は当該介護サービス事業者に係る指定を行

る指定若しくは許可を行った都道府県知事（次条第五項において「関係

２ 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係 ２ 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係
都道府県知事」という。）又は当該介護サービス事業者に係る指定若し

いう。）と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密

った市町村長（以下この項及び同条第五項において「関係市町村長」と

市町村長」という。）と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係

接な連携の下に行うものとする。

くは許可を行った市町村長（以下この項及び同条第五項において「関係
市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

ス事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要が

長は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービ

整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村

る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の

めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行

における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認

長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者

整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村

る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の

３ 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係 ３ 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係

あると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の

うよう求めることができる。

４ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又

権限を行うよう求めることができる。
４・５ （略）

は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令

で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県
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第十節 介護サービス情報の公表 ※大都市特例の対象外

知事又は市町村長に通知しなければならない。

５ 第二十四条第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について

、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

第十節 介護サービス情報の公表

第百十五条の三十五 （略）

（介護サービス情報の報告及び公表）

第百十五条の三十五 （略）

２～４ （略）

（介護サービス情報の報告及び公表）
２～４ （略）

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定

５ 都道府県知事は、介護サービス事業者に対して前項の規定による処分 ５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介
をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護サービス事業者の指定又

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

は許可をした中核市の市長に通知しなければならない。

６ （適用除外）

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設若しく

は介護老人保健施設の開設者が第四項の規定による命令に従わないとき

は、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護

予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護

老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許

可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその

し、又は期間を定めてその指定又は許可の全部若しくは一部の効力を停

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定又は許可を取り消

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

７ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第四項の規定による命令に従 ７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介

指定又は許可をした中核市の市長に通知しなければならない。
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を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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第二章（経過措置）関係の読替え

後

替

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

読

前

（傍線部分は読み替え部分）

◎第二十二条第二項による新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する

替

新介護保険法 第七十八条の二第一項の読替え

読
（指定地域密着型サービス事業者の指定）

う。）ごとに行い、当該指定の更新をする市町村長がその長である市町

び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」とい

係る地域密着型サービス事業を行う事業所（第七十八条の十三第一項及

より、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に

ムのうち、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者）の申請に

事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホー

ビス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う

の指定の更新は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サー

する市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する

下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定の更新を

業所（第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以

当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事

数であるものの開設者）の申請により、地域密着型サービスの種類及び

ムのうち、その入所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める

事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホー

ビス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う

の指定の更新は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サー

（略）
11
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第七十八条の二 第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項 第七十八条の二 第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項

村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特

２～

ついて、その効力を有する。

地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給に

（略）

例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
２～
11

替

後

（指定介護老人福祉施設の指定）

読

替

前

（傍線部分は読み替え部分）

◎第二十二条第四項による新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の読替え

読
（指定介護老人福祉施設の指定）
るところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホー

ムのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める

るところにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホー

第八十六条 第八十六条の二第一項の指定の更新は、厚生労働省令で定め 第八十六条 第八十六条の二第一項の指定の更新は、厚生労働省令で定め
ムのうち、その入所定員が三十人以上であるものの開設者の申請があっ

数であるものの開設者の申請があったものについて行う。
２・３ （略）

たものについて行う。
２・３ （略）
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替

後

◎第二十四条による平成十八年旧介護保険法第十三条第一項第二号の読替え

読

第十三条 （略）

一 （略）

第十三条 （略）

読

替

（傍線部分は読み替え部分）

前

（住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例）

一 （略）

二 特定施設

（住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例）

二 特定施設（有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関
する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項の登録を受けた
高齢者向けの賃貸住宅であるもの（特定施設入居者生活介護の事業を
行う事業所に係る第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに
三 （略）

２・３ （略）

三 （略）

限る。）を除く。）
２・３ （略）
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◎第二十五条による改正法第四条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおそ

替

後

替

（傍線部分は読み替え部分）

前

（病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例）

読

の効力を有するものとされた同法第十四条の規定による改正前の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の読替え

読
（病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例）

第百十六条の二 （略）
一～五 （略）

第百十六条の二 （略）
一～五 （略）

六 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第

２・３ （略）

二十二項に規定する介護保険施設への入所

六 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設（老人福祉法第二十
九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定
確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項の登録
を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの（介護保険法第八条第十一
項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法
第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。）を除く。
）への入居又は同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設への入
所
２・３ （略）
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◎第二十六条による改正法第四条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおそ

替

後

読

替

前

（傍線部分は読み替え部分）

の効力を有するものとされた同法第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条の二第一項第六号の読替え

読

第五十五条 （略）

（病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例）

第五十五条 （略）

一～四 （略）

（病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例）
一～四 （略）

五 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第

２・３ （略）

二十二項に規定する介護保険施設への入所

五 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設（老人福祉法第二十
九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定
確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項の登録
を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの（介護保険法第八条第十一
項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法
第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。）を除く。
）への入居又は同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設への入
所
２・３ （略）
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読

替

◎附則第二条による第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項の読替え

後

（傍線部分は読み替え部分）

前

（法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の

替

（法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の

規定）

読

規定）

十二年法律第百六十四号）、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二

号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法（昭和二

福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）、精神保健及び精神障害者

の規定は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、身体障害者

う。）第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律

第一条 社会福祉士及び介護福祉士法（以下「法」という。）第三条第三 第一条 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法（以下「法」とい

百八十三号）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五

祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）、特別児童扶養手当等の支給に

福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）、生活保護法（昭

十三号）、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律

関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）、児童手当法（昭和四十

年法律第百二十三号）、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）

第百三十四号）、児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）、介護保

六年法律第七十三号）、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）、障

和二十五年法律第百四十四号）、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

険法（平成九年法律第百二十三号）、障害者自立支援法（平成十七年法

害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）、平成二十二年度等に

、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）、児童扶養手当法（昭和

律第百二十三号）、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関す

おける子ども手当の支給に関する法律（平成二十二年法律第十九号）及

五号）、児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）、老人福

る法律（平成二十二年法律第十九号）及び平成二十三年度における子ど

び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平

三十六年法律第二百三十八号）、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三

も手当の支給等に関する特別措置法（平成二十三年法律第百七号）の規

成二十三年法律第百七号）の規定とする。
２ （略）

定とする。
２ （略）
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正

案

（介護保険に関する事務）

現

◎附則第四条による地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四及び第百七十四条の四十九の十一の二の読替え

改
（介護保険に関する事務）

（傍線部分は読み替え部分）

行

（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定により

節及び第四節から第六節まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律

平成九年法律第百二十三号）第四章第三節及び第四節並びに第五章第二

定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法（

第八十九条の二第一項、第九十九条の二第一項及び第百十五条の六第一

されている事務（同法第七十五条の二第一項、第八十二条の二第一項、

節及び第四節から第六節までの規定により、都道府県が処理することと

平成九年法律第百二十三号）第四章第三節及び第四節並びに第五章第二

定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法（

第百七十四条の三十一の四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規 第百七十四条の三十一の四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規

なおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前

めがあるものを除き、同法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節

項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務を除

ることとされている事務（介護保険法第七十五条の二第一項、第八十二

及び第四節から第六節までの規定中都道府県に関する規定（前段括弧内

の介護保険法（以下「平成十八年旧介護保険法」という。）第四十八条

条の二第一項、第八十九条の二第一項、第九十九条の二第一項及び第百

に掲げる事務に係る規定を除く。）は、指定都市に関する規定として指

く。）とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定

十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項

定都市に適用があるものとする。

第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定により、都道府県が処理す

の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務を除く
。）とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定め
があるものを除き、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第
二節及び第四節から第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八
条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定中都道府県に関する規定
（前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。）は、指定都市に関する
規定として指定都市に適用があるものとする。

２ 前項の場合においては、介護保険法第七十条第八項及び第百十五条の ２ 前項の場合においては、介護保険法第七十条第八項及び第百十五条の
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三十五第六項並びに平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第六項
の規定は、適用しない。

三十五第六項の規定は、適用しない。

府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居

、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道

該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ

」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当

宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）

府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居

、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道

該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ

」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当

３ 第一項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う ３ 第一項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う

宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）

省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）につき第一項の

に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めると

省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）につき第一項の

申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四

に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めると

申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四

十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行う

ころにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画」とあるのは

十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行う

に当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営

ころにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画」とあるのは

に当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営

を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第

「当該指定都市が定める市町村介護保険事業計画」と、「必要な協議を

を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第

一号中「居宅サービス（この項の規定により協議を行うものとされたも

「当該指定都市が定める市町村介護保険事業計画」と、「必要な協議を

一号中「居宅サービス（この項の規定により協議を行うものとされたも

のに限る。以下この号及び次項において同じ。）」とあるのは「居宅サ

求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求

のに限る。以下この号及び次項において同じ。）」とあるのは「居宅サ

ービス」と、同法第七十八条及び第九十三条中「事項を」とあるのは「

求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求

ービス」と、同法第七十八条及び第九十三条中「事項を」とあるのは「

事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条

めに応じなければならない」とあるのは「、当該指定都市の区域に所在

事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条

第一項中「受けなければならない」とあるのは「受けなければならない

めに応じなければならない」とあるのは「、当該指定都市の区域に所在

第一項中「受けなければならない」とあるのは「受けなければならない

。この場合において、指定都市の市長は、許可をしようとするときは、

する事業所が行う居宅サービス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働

。この場合において、指定都市の市長は、許可をしようとするときは、

あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第百四

する事業所が行う居宅サービス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働

あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第百四
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「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、「指定の」とあるのは「

又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、

定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指

事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者

中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス

に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項

「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定

事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の三十三第二項中

条の二及び第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知

指定又は許可の」と読み替えるものとする。

「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、「指定の」とあるのは「

又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、

定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指

事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者

中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス

に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項

「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定

事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の三十三第二項中

条の二及び第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知

（介護保険に関する事務）

指定又は許可の」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」
とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平
成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地
域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は
指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替
えるものとする。
（介護保険に関する事務）

条の二第一項、第九十九条の二第一項及び第百十五条の六第一項並びに

（介護保険法第七十五条の二第一項、第八十二条の二第一項、第八十九

第五節第三款の規定により、都道府県が処理することとされている事務

まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章

険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節及び第四節から第六節

一項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保

においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同

知事による連絡調整又は援助に関する事務を除く。）とする。この場合

第九十九条の二第一項及び第百十五条の六第一項の規定による都道府県

七十五条の二第一項、第八十二条の二第一項、第八十九条の二第一項、

までの規定により、都道府県が処理することとされている事務（同法第

険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節及び第四節から第六節

一項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保

第百七十四条の四十九の十一の二 地方自治法第二百五十二条の二十二第 第百七十四条の四十九の十一の二 地方自治法第二百五十二条の二十二第

平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項の規定による都道府県知
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節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五

保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節及び第四節から第六

おいては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、介護

事による連絡調整又は援助に関する事務を除く。）とする。この場合に

る。

を除く。）は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとす

での規定中都道府県に関する規定（前段括弧内に掲げる事務に係る規定

法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節及び第四節から第六節ま

章第五節第三款の規定中都道府県に関する規定（前段括弧内に掲げる事
務に係る規定を除く。）は、中核市に関する規定として中核市に適用が
あるものとする。

２ 前項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う」 ２ 前項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う」

により、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画」とあるのは「当

とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指

により、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画」とあるのは「当

該中核市が定める市町村介護保険事業計画」と、「必要な協議を求める

とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指

該中核市が定める市町村介護保険事業計画」と、「必要な協議を求める

ことができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応

定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都

ことができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応

じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業

定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都

じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業

所が行う居宅サービス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定

道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県

所が行う居宅サービス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定

めるものに限る。以下この項において同じ。）につき第一項の申請があ

道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第七項中「都道府県

めるものに限る。以下この項において同じ。）につき第一項の申請があ

った場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第

知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サ

った場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第

一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たっ

知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サ

一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たっ

て、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保す

ービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）に係

て、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保す

るために必要と認める条件を付することができる」と、同項第一号中「

ービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）に係

るために必要と認める条件を付することができる」と、同項第一号中「

居宅サービス（この項の規定により協議を行うものとされたものに限る

る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところ

居宅サービス（この項の規定により協議を行うものとされたものに限る

。以下この号及び次項において同じ。）」とあるのは「居宅サービス」

る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところ

。以下この号及び次項において同じ。）」とあるのは「居宅サービス」
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着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定

指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指定地域密

は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「

地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又

るのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項中「指定

」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定に」とあ

出るとともに、これを」と、同法第百十五条の三十三第二項中「指定を

び第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け

、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第百四条の二及

合において、中核市の市長は、許可をしようとするときは、あらかじめ

「受けなければならない」とあるのは「受けなければならない。この場

道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条第一項中

と、同法第七十八条及び第九十三条中「事項を」とあるのは「事項を都

着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定

指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指定地域密

は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「

地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又

るのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項中「指定

」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定に」とあ

出るとともに、これを」と、同法第百十五条の三十三第二項中「指定を

び第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け

、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第百四条の二及

合において、中核市の市長は、許可をしようとするときは、あらかじめ

「受けなければならない」とあるのは「受けなければならない。この場

道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条第一項中

と、同法第七十八条及び第九十三条中「事項を」とあるのは「事項を都

」とあるのは「指定又は許可を」と、「指定の」とあるのは「指定又は

介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を

」とあるのは「指定又は許可を」と、「指定の」とあるのは「指定又は

許可の」と読み替えるものとする。

介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を
許可の」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるの
は「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年
旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型
サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護
予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替えるもの
とする。
。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百七十四条の四

十九の十一の二第一項」と読み替えるものとする。

。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百七十四条の四

３ 第百七十四条の三十一の四第二項の規定は、中核市について準用する ３ 第百七十四条の三十一の四第二項の規定は、中核市について準用する
十九の十一の二第一項」と読み替えるものとする。

151

替

後

（施設介護サービス費の支給）

読

替

前

（傍線部分は読み替え部分、波線部分は当然読み替え部分）

◎附則第四条による読替え後の地方自治法第百七十四条の三十一の四第三項による平成十八年旧介護保険法の読替え

読
（施設介護サービス費の支給）

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以 第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係
一・二 （略）

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係
一・二 （略）

三 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療養

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

三 指定都市の市長が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療

型医療施設」という。）により行われる介護療養施設サービス（以下

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

養型医療施設」という。）により行われる介護療養施設サービス（以

「指定介護療養施設サービス」という。）
２～８ （略）

下「指定介護療養施設サービス」という。）
２～８ （略）

第百七条 （略）

（指定介護療養型医療施設の指定）

第百七条 （略）

２ （略）

（指定介護療養型医療施設の指定）
２ （略）

病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三

３ 指定都市の市長は、第一項の申請があった場合において、当該療養病 ３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該療養病床
床病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第
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た者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当

定の日をいう。）までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をし

が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特

ころにより指定都市の市長が当該療養病床病院等の開設者に当該検査

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めると

百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

る検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定によ

一～六 （略）

三号の指定をしてはならない。

指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該

の日をいう。）までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定

ころにより都道府県知事が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めると

百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

る検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定によ

一～六 （略）

号の指定をしてはならない。

七～十 （略）

該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七～十 （略）

４ 指定都市の市長は、第一項の申請があった場合において、当該申請に ４ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係

になると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達

しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えること

指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達

府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の

療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道

該都道府県が定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

ているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることに

定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達し

県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指

養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

都道府県が定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の療

る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該

成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三

の指定をしないことができる。

係る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当

号の指定をしないことができる。

５ 都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするとき

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな
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い。

護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業員を有

しなければならない。

護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業員を有

第百十条 指定介護療養型医療施設は、指定都市の条例で定める員数の介 第百十条 指定介護療養型医療施設は、都道府県の条例で定める員数の介
しなければならない。

に関する基準は、都道府県の条例で定める。

２ 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営 ２ 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営
に関する基準は、指定都市の条例で定める。
いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

３ 指定都市が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ
については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一～三 （略）

（変更の届出）

４～６ （略）

一～三 （略）
４～６ （略）
（変更の届出）

ばならない。

るところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出なけれ

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定め

（報告等）

ならない。

るところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定め

第百十一条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の 第百十一条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の

（報告等）

開設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは診療録その他の

しくは管理者、医師その他の従業者であった者（以下この項において「

、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若

簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若

設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは診療録その他の帳

くは管理者、医師その他の従業者であった者（以下この項において「開

指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若し

指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは 第百十二条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、

帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者

しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し

第百十二条

若しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対
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指定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備

介護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他

し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定

しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若

護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指

出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介

（勧告、命令等）

２ （略）

若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

るべきことを勧告することができる。

設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をと

号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施

一～三 （略）

べきことを勧告することができる。

の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設

第百十三条の二 指定都市の市長は、指定介護療養型医療施設が、次の各 第百十三条の二 都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が、次の各号

一～三 （略）

わなかったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに
従わなかったときは、その旨を公表することができる。

かったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定

医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定め

療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医

めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の

護療養型医療施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

都道府県知事に通知しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の

護療養型医療施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介

指定都市の市長に通知しなければならない。
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（指定の取消し等）

（指定の取消し等）

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに

一 （略）

を停止することができる。

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

いては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の

従事する従業者の人員について、第百十条第一項の都道府県の条例で

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

ては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指

第百十四条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第百十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

従事する従業者の人員について、第百十条第一項の指定都市の条例で

定める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十三 （略）

定める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十三 （略）
第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設につ

いて、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設につ

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条
いて、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指

い。

定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならな

ない。

（公示）

定介護療養型医療施設の所在地の指定都市の市長に通知しなければなら

（公示）

医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在

第百十五条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護療養 第百十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護療養型
型医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所

地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

２～４ （略）

第百十五条の三十五 （略）

（介護サービス情報の報告及び公表）

一～三 （略）

在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとと
もに、これを公示しなければならない。
一～三 （略）
（介護サービス情報の報告及び公表）
第百十五条の三十五 （略）
２～４ （略）
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護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定

５ 都道府県知事は、介護サービス事業者に対して前項の規定による処分 ５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介
をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護サービス事業者の指定を

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

した指定都市の市長に通知しなければならない。

【適用除外】

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護

老人保健施設若しくは指定介護療養型施設の開設者が第四項の規定によ

る命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護

支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若し

くは指定介護療養型施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り

消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効
力を停止することができる。

であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした指定都

期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定を取り消し、又は

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

７ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第四項の規定による命令に従 ７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介

市の市長に通知しなければならない。

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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替

後

（施設介護サービス費の支給）

読

替

前

（傍線部分は読み替え部分、波線部分は当然読み替え部分）

◎附則第四条による読替え後の地方自治法第百七十四条の四十九の十一の二第三項による平成十八年旧介護保険法の読替え

読
（施設介護サービス費の支給）

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以 第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係
一・二 （略）

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係
一・二 （略）

三 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療養

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

三 中核市の市長が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療養

型医療施設」という。）により行われる介護療養施設サービス（以下

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

型医療施設」という。）により行われる介護療養施設サービス（以下

「指定介護療養施設サービス」という。）
２～８ （略）

「指定介護療養施設サービス」という。）
２～８ （略）

第百七条 （略）

（指定介護療養型医療施設の指定）

第百七条 （略）

２ （略）

（指定介護療養型医療施設の指定）
２ （略）

病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三

３ 中核市の市長は、第一項の申請があった場合において、当該療養病床 ３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該療養病床
病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三
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者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該

の日をいう。）までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定

ころにより中核市の市長が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めると

百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

る検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定によ

一～六 （略）

号の指定をしてはならない。

指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該

の日をいう。）までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定

ころにより都道府県知事が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めると

百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

る検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定によ

一～六 （略）

号の指定をしてはならない。

七～十 （略）

指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七～十 （略）

４ 中核市の市長は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係 ４ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

ているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることに

定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達し

県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指

養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

都道府県が定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の療

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

ているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることに

定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達し

県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指

養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

都道府県が定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の療

る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号

の指定をしないことができる。

る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該

の指定をしないことができる。

５ 都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするとき

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな

159

い。

護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業員を有

しなければならない。

護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業員を有

第百十条 指定介護療養型医療施設は、指定都市の条例で定める員数の介 第百十条 指定介護療養型医療施設は、都道府県の条例で定める員数の介
しなければならない。

に関する基準は、都道府県の条例で定める。

２ 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営 ２ 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営
に関する基準は、指定都市の条例で定める。
いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

３ 指定都市が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ
については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一～三 （略）

（変更の届出）

４～６ （略）

一～三 （略）
４～６ （略）
（変更の届出）

ばならない。

るところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出なけれ

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定め

（報告等）

ならない。

るところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定め

第百十一条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の 第百十一条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の

（報告等）

設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは診療録その他の帳

しくは管理者、医師その他の従業者であった者（以下この項において「

、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若

簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若

設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは診療録その他の帳

くは管理者、医師その他の従業者であった者（以下この項において「開

指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若し

指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは 第百十二条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、

簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若

しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し

第百十二条

しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し
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定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若

護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指

出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介

しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若

護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指

出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介

（勧告、命令等）

２ （略）

しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

べきことを勧告することができる。

の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設

一～三 （略）

べきことを勧告することができる。

の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設

第百十三条の二 中核市の市長は、指定介護療養型医療施設が、次の各号 第百十三条の二 都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が、次の各号

一～三 （略）

わなかったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従
わなかったときは、その旨を公表することができる。

ったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定め

療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定め

療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医

て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の

護療養型医療施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

都道府県知事に通知しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の

護療養型医療施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介

中核市の市長に通知しなければならない。
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（指定の取消し等）

（指定の取消し等）

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

ては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指

従事する従業者の人員について、第百十条第一項の都道府県の条例で

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

ては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指

第百十四条 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第百十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

従事する従業者の人員について、第百十条第一項の中核市の条例で定

定める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十三 （略）

める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十三 （略）
第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設につ

いて、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設につ

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条
いて、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指

い。

定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならな

い。

（公示）

定介護療養型医療施設の所在地の中核市の市長に通知しなければならな

（公示）
医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在

地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在

第百十五条 中核市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護療養型 第百十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護療養型
地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るととも

一～三 （略）

に、これを公示しなければならない。
一～三 （略）

第百十五条の三十五 （略）

（介護サービス情報の報告及び公表）

第百十五条の三十五 （略）

２～４ （略）

（介護サービス情報の報告及び公表）
２～４ （略）
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護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定

５ 都道府県知事は、介護サービス事業者に対して前項の規定による処分 ５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介
をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護サービス事業者の指定を

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

した中核市の市長に通知しなければならない。

【適用除外】

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護

老人保健施設若しくは指定介護療養型施設の開設者が第四項の規定によ

る命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護

支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若し

くは指定介護療養型施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り

消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効
力を停止することができる。

であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした中核市

期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定を取り消し、又は

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

７ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第四項の規定による命令に従 ７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介

の市長に通知しなければならない。

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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