議案第１０号
和光市介護老人保健福祉施設条例等の一部を改正する条例を定めることについて
和光市介護老人保健福祉施設条例等の一部を改正する条例を次のとおり定める。
和光市介護老人保健福祉施設条例等の一部を改正する条例
（和光市介護老人保健福祉施設条例の一部改正）
第１条

和光市介護老人保健福祉施設条例（平成１２年条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。
次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改
正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。
改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該
改正後部分に改める。
改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
改正後

改正前

（構成施設）
第２条 介護老人保健福祉施設は、次に掲げる施設
をもって構成する。
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８
条第２８項に規定する介護老人保健施設（以下
「介護老人保健施設」という。）
（略）
（事業）
第３条 介護老人保健福祉施設は、次の各号に掲げ
る施設の区分に応じ、当該各号に掲げる事業を行
う。
介護老人保健施設
ア 介護保険法第８条第２８項に規定する介護
保健施設サービス
イ～エ（略）
特別養護老人ホーム 介護保険法第８条第２
７項に規定する介護福祉施設サービス

（構成施設）
第２条 介護老人保健福祉施設は、次に掲げる施設
をもって構成する。
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８
条第２７項に規定する介護老人保健施設（以下
「介護老人保健施設」という。）
（略）
（事業）
第３条 介護老人保健福祉施設は、次の各号に掲げ
る施設の区分に応じ、当該各号に掲げる事業を行
う。
介護老人保健施設
ア 介護保険法第８条第２７項に規定する介護
保健施設サービス
イ～エ（略）
特別養護老人ホーム 介護保険法第８条第２
６項に規定する介護福祉施設サービス

（和光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正）
第２条

和光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２５年条例第６号）の一部を次のように改正する。
次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改
正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。
改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。
改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
改正後

改正前

目次
第１章～第３章（略）
第３章の２ 地域密着型通所介護
第１節～第４節（略）
第４節の２ 共生型地域密着型サービスに関す
る基準（第６０条の２０の２・第
６０条の２０の３）
第５節（略）
第４章～第９章（略）
附則

目次
第１章～第３章（略）
第３章の２ 地域密着型通所介護
第１節～第４節（略）

（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第
１２３号。以下「法」という。）第７８条の２第
１項及び第４項第１号に基づき、指定地域密着型
サービス事業者の指定に関する基準、法第７８条
の２の２第１項各号の規定に基づき、共生型地域
密着型サービスに関する基準、並びに法第７８条
の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域
密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準を定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
～ （略）
共生型地域密着型サービス 法第７８条の２
の２第１項の申請に係る法第４２条の２第１項
本文の規定による指定を受けた者による指定地
域密着型サービスをいう。
（略）
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員
数）
第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
事業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行
う事業所（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所」という。）ごとに置くべき従業
者（以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従
業者」という。）の職種及び員数は、次のとおり
とする。
（略）
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通
事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定
期巡回サービスを提供するために必要な数以上

（趣旨）
第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第
１２３号。以下「法」という。）第７８条の２第
１項及び第４項第１号に基づき、指定地域密着型
サービス事業者の指定に関する基準を定め、並び
に法第７８条の４第１項及び第２項の規定に基づ
き、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準を定めるものとする。

２

・ （略）
オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚

第５節（略）
第４章～第９章（略）
附則

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
～ （略）

（略）
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員
数）
第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
事業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行
う事業所（以下「指定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所」という。）ごとに置くべき従業者
（以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業
者」という。）の職種及び員数は、次のとおりと
する。
（略）
定期巡回サービスを行う訪問介護員等（指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当
たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する
政令で定める者をいう。以下この章において同
じ。） 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用
者に適切に定期巡回サービスを提供するために
必要な数以上
・ （略）
２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚

生労働大臣が定める者（以下この章において「看
生労働大臣が定める者（以下この章において「看
護師、介護福祉士等」という。）をもって充てな
護師、介護福祉士等」という。）をもって充てな
ければならない。ただし、利用者の処遇に支障が
ければならない。ただし、利用者の処遇に支障が
ない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、 ない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、
介護福祉士等又は前項第４号アの看護職員との連
介護福祉士等又は前項第４号アの看護職員との連
携を確保しているときは、サービス提供責任者（
携を確保しているときは、サービス提供責任者（
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以
に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以
下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条
下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条
第２項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。
第２項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。
）の業務に１年以上（特に業務に従事した経験が
）の業務に３年以上従事した経験を有する者をも
必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっ
って充てることができる。
ては、３年以上）従事した経験を有する者をもっ
て充てることができる。
３・４（略）
３・４（略）
５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
の同一敷地内に次の各号のいずれかの施設等があ
の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設
る場合において、当該施設等の入所者等の処遇に
等がある場合において、当該施設等の入所者等の
支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、 処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかか
当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ
わらず、午後６時から午前８時までの間において、
とができる。
当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ
とができる。
～ （略）
～ （略）
介護医療院
６（略）
６（略）
７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 ７ 午後６時から午前８時までの間は、当該指定定
業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者
支障がない場合は、第４項本文及び前項の規定に
に対する随時対応サービスの提供に支障がない場
かかわらず、オペレーターは、随時訪問サービス
合は、第４項本文及び前項の規定にかかわらず、
に従事することができる。
オペレーターは、随時訪問サービスに従事するこ
とができる。
８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー ８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー
ビスに従事している場合において、当該指定定期
ビスに従事している場合において、当該指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に
巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に
対する随時訪問サービスの提供に支障がないとき
対する随時訪問サービスの提供に支障がないとき
は、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービ
は、第１項の規定にかかわらず、午後６時から午
スを行う訪問介護員等を置かないことができる。
前８時までの間は、随時訪問サービスを行う訪問
介護員等を置かないことができる。
９～１１（略）
９～１１（略）
１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 １２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基
者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基
準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業者
準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業者
をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、 をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と
指定訪問看護（指定居宅サービス等基準第５９条
指定訪問看護（指定居宅サービス等基準第５９条
に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の
に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の
事業とが同一の事業所において一体的に運営され
事業とが同一の事業所において一体的に運営され
ている場合に、指定居宅サービス等基準第６０条
ている場合に、指定居宅サービス等基準第６０条
第１項第１号イに規定する人員に関する基準を満
第１項第１号イに規定する人員に関する基準を満
たすとき（同条第５項の規定により同条第１項第
たすとき（同条第５項の規定により同条第１項第
１号イ及び第２号に規定する基準を満たしている
１号イ及び第２号に規定する基準を満たしている
ものとみなされているとき及び第１９２条第１４
ものとみなされているとき及び第１９２条第１０
項の規定により同条第４項に規定する基準を満た
項の規定により同条第４項に規定する基準を満た
しているものとみなされているときを除く。）は、 しているものとみなされているときを除く。）は、
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
者は、第１項第４号アに規定する基準を満たして
者は、第１項第４号アに規定する基準を満たして
いるものとみなすことができる。
いるものとみなすことができる。
（要介護認定の申請に係る援助）
（要介護認定の申請に係る援助）
第１４条（略）
第１４条（略）

２

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
は、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定
する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）が利
用者に対して行われていない等の場合であって必
要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、
遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有
効期間が終了する日の３０日前までに行われるよ
う、必要な援助を行わなければならない。
（勤務体制の確保等）

第３３条（略）
２（略）
３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービ
スについては、市長が地域の実情を勘案して適切
と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づ
き、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一
体的に利用者又はその家族等からの通報を受ける
ことができる。
４（略）
（地域との連携等）
第４０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、
地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する
市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第１
１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン
ターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
について知見を有する者等により構成される協議
会（以下この項において「介護・医療連携推進会
議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以
上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告
し、介護・医療連携推進会議による評価を受ける
とともに、介護・医療連携推進会議から必要な要
望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
２・３（略）
４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者
に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
を提供する場合には、正当な理由がある場合を除
き、当該建物に居住する利用者以外の者に対して
も、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提
供を行わなければならない。
（訪問介護員等の員数）
第４８条（略）
２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚
生労働大臣が定める者をもって充てなければなら
ない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合で
あって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間
帯を通じて、これらの者との連携を確保している
ときは、１年以上（特に業務に従事した経験が必
要な者として厚生労働大臣が定めるものにあって
は、３年以上）サービス提供責任者の業務に従事

２

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われて
いない等の場合であって必要と認めるときは、要
介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が
受けている要介護認定の有効期間が終了する日の
３０日前までに行われるよう、必要な援助を行わ
なければならない。
（勤務体制の確保等）

第３３条（略）
２（略）
３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時から午
前８時までの間に行われる随時対応サービスにつ
いては、市長が地域の実情を勘案して適切と認め
る範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当
該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に
利用者又はその家族等からの通報を受けることが
できる。
４（略）
（地域との連携等）
第４０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、
地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する
市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第１
１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン
ターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
について知見を有する者等により構成される協議
会（以下この項において「介護・医療連携推進会
議」という。）を設置し、おおむね３月に１回以
上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告
し、介護・医療連携推進会議による評価を受ける
とともに、介護・医療連携推進会議から必要な要
望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
２・３（略）
４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者
に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
を提供する場合には、当該建物に居住する利用者
以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護の提供を行うよう努めなければなら
ない。
（訪問介護員等の員数）
第４８条（略）
２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚
生労働大臣が定める者をもって充てなければなら
ない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合で
あって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間
帯を通じて、これらの者との連携を確保している
ときは、３年以上サービス提供責任者の業務に従
事した経験を有する者をもって充てることができ
る。

した経験を有する者をもって充てることができる。
（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）
（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）
第６０条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、 第６０条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、
次に掲げるところによるものとする。
次に掲げるところによるものとする。
～ （略）
～ （略）
指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用
指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用
者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助
者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助
等の生活指導、機能訓練その他必要なサービス
等の生活指導、機能訓練その他必要なサービス
を利用者の希望に沿って適切に提供する。特に、
を利用者の希望に沿って適切に提供する。特に、
認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症
認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。
をいう。以下同じ。）である要介護者に対して
以下同じ。）である要介護者に対しては、必要
は、必要に応じ、その特性に対応したサービス
に応じ、その特性に対応したサービスの提供が
の提供ができる体制を整えるものとする。
できる体制を整えるものとする。
第４節の２ 共生型地域密着型サービスに
関する基準
（共生型地域密着型通所介護の基準）
第６０条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共
生型地域密着型サービス（以下この条及び次条に
おいて「共生型地域密着型通所介護」という。）
の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働
省令第１７１号。以下この条において「指定障害
福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項
に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定
自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サー
ビス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立
訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓
練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等
基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（
生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援
事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業
等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４
年厚生労働省令第１５号。以下この条において「
指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規
定する指定児童発達支援事業者をいい、主として
重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第
１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害
児をいう。以下この条において同じ。）を通わせ
る事業所において指定児童発達支援（指定通所支
援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。
第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。
）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通
所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後
等デイサービス事業者をいい、主として重症心身
障害児を通わせる事業所において指定放課後等デ
イサービス（指定通所支援基準第６５条に規定す
る指定放課後等デイサービスをいう。第１号にお
いて同じ。）を提供する事業者を除く。）が当該
事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとす
る。
指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス
等基準第７８条第１項に規定する指定生活介護
事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）
事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６
条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）
事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）
事業所（指定障害福祉サービス等基準第１６６

条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）
事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（
指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定
児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後
等デイサービス事業所（指定通所支援基準第６
６条第１項に規定する指定放課後等デイサービ
ス事業所をいう。）（以下この号において「指
定生活介護事業所等」という。）の従業者の員
数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指
定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第７
７条に規定する指定生活介護をいう。）、指定
自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス
等基準第１５５条に規定する指定自立訓練（機
能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練
）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に
規定する指定自立訓練（生活訓練）をいう。）、
指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービ
ス（以下この号において「指定生活介護等」と
いう。）の利用者の数を指定生活介護等の利用
者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数
の合計数であるとした場合における当該指定生
活介護事業所等として必要とされる数以上であ
ること。
共生型地域密着型通所介護の利用者に対して
適切なサービスを提供するため、指定地域密着
型通所介護事業所その他の関係施設から必要な
技術的支援を受けていること。
（準用）
第６０条の２０の３ 第１０条から第１４条まで、
第１６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、
第２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、
第５４条、第６０条の２、第６０条の４及び第６
０条の５第４項並びに前節（第６０条の２０を除
く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事
業について準用する。この場合において、第１０
条第１項中「第３２条に規定する運営規程」とあ
るのは「運営規程（第６０条の１２に規定する運
営規程をいう。第３５条において同じ。）」と、
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と
あるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当
たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従
業者」という。）」と、第３５条中「定期巡回・
随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共
生型地域密着型通所介護従業者」と、第６０条の
５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着
型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、
夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサ
ービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「
共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密
着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深
夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを
提供する場合」と、第６０条の９第４号、第６０
条の１０第５項及び第６０条の１３第３項中「指
定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生
型地域密着型通所介護従業者」と、第６０条の１
９第２項第２号中「次条において準用する第２１
条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と、同
項第３号中「次条において準用する第２９条」と
あるのは「第２９条」と、同項第４号中「次条に
おいて準用する第３９条第２項」とあるのは「第

３９条第２項」と読み替えるものとする。
（利用定員）
（利用定員）
第６０条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その 第６０条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その
利用定員（当該指定療養通所介護事業所において
利用定員（当該指定療養通所介護事業所において
同時に指定療養通所介護の提供を受けることがで
同時に指定療養通所介護の提供を受けることがで
きる利用者の数の上限をいう。以下この節におい
きる利用者の数の上限をいう。以下この節におい
て同じ。）を１８人以下とする。
て同じ。）を９人以下とする。
（内容及び手続の説明及び同意）
（内容及び手続の説明及び同意）
第６０条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定 第６０条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定
療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、
療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、
利用申込者又はその家族に対し、第６０条の３４
利用申込者又はその家族に対し、第６０条の３４
に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通
に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者
所介護従業者の勤務の体制、第６０条の３２第１
の勤務の体制、第６０条の３２第１項に規定する
項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応
利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医
策、主治の医師及び第６０条の３５第１項に規定
師及び第６０条の３５第１項に規定する緊急時対
する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその
応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込
他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め
者のサービスの選択に資すると認められる重要事
られる重要事項を記した文書を交付して説明を行
項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供
い、当該提供の開始について利用申込者の同意を
の開始について利用申込者の同意を得なければな
得なければならない。
らない。
２（略）
２（略）
（準用）
（準用）
第６０条の３８ 第１１条から第１４条まで、第１ 第６０条の３８ 第１１条から第１４条まで、第１
７条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第
７条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第
２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、
２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、
第６０条の７（第３項第２号を除く。）、第６０
第６０条の７（第３項第２号を除く。）、第６０
条の８及び第６０条の１３から第６０条の１８ま
条の８及び第６０条の１３から第６０条の１８ま
での規定は、指定療養通所介護の事業について準
での規定は、指定療養通所介護の事業について準
用する。この場合において、第３５条中「運営規
用する。この場合において、第３５条中「定期巡
程」とあるのは「第６０条の３４に規定する重要
回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは
事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型
「療養通所介護従業者」と、第６０条の１３第３
訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護
項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「
従業者」と、第６０条の１３第３項中「地域密着
療養通所介護従業者」と、第６０条の１７第１項
型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従
中「地域密着型通所介護について知見を有する者
業者」と、第６０条の１７第１項中「地域密着型
」とあるのは「療養通所介護について知見を有す
通所介護について知見を有する者」とあるのは「
る者」と、「６月」とあるのは「１２月」と、同
療養通所介護について知見を有する者」と、「６
条第３項中「当たっては」とあるのは「当たって
月」とあるのは「１２月」と、同条第３項中「当
は、利用者の状態に応じて」と、第６０条の１８
たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状
第４項中「第６０条の５第４項」とあるのは「第
態に応じて」と、第６０条の１８第４項中「第６
６０条の２６第４項」と読み替えるものとする。
０条の５第４項」とあるのは「第６０条の２６第
４項」と読み替えるものとする。
（従業者の員数）
（従業者の員数）
第６２条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別 第６２条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別
養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福
養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福
祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５
祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５
に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。 に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。
）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、 ）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、
病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設
社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条に
又は特定施設をいう。以下この条において同じ。
おいて同じ。）に併設されていない事業所におい
）に併設されていない事業所において行われる指
て行われる指定認知症対応型通所介護をいう。）
定認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う
の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所
者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養
介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事
護老人ホーム等に併設されている事業所において
業所において行われる指定認知症対応型通所介護
行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下
をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単
同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型
独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」
指定認知症対応型通所介護事業者」という。）が
という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独
当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指
型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」と
定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごと

いう。）ごとに置くべき従業者の員数は、次のと
おりとする。
～ （略）
２～７（略）
（利用定員等）
第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所
の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介
護事業所において同時に共用型指定認知症対応型
通所介護の提供を受けることができる利用者の数
の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活
介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生
活介護事業所においては共同生活住居（法第８条
第２０項又は法第８条の２第１５項に規定する共
同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地
域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福
祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉
施設（第１７９条に規定するユニット型指定地域
密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項にお
いて同じ。）を除く。）においては施設ごとに１
日当たり３人以下とし、ユニット型指定地域密着
型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当
該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の
入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介
護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下と
なる数とする。
２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指
定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指
定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域
密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予
防サービス（法第５３条第１項に規定する指定介
護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域
密着型介護予防サービス（法第５４条の２第１項
に規定する指定地域密着型介護予防サービスをい
う。以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法
第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をい
う。）の事業又は介護保険施設（法第８条第２５
項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。）
若しくは指定介護療養型医療施設の運営（第８３
条第７項及び第１９２条第８項において「指定居
宅サービス事業等」という。）について必要な経
験を有する者でなければならない。
（従業者の員数等）
第８３条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行
う者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者
」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指
定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ご
とに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供
に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護
従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時
間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護
の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に
ついては、常勤換算方法で、通いサービス（登録
者（指定小規模多機能型居宅護を利用するために
指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受け
た者をいう。以下この章において同じ。）を指定
小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小
規模多能型居宅介護をいう。以下この章において
同じ。）の提供に当たる者をその利用者（当該指

に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
～ （略）
２～７（略）
（利用定員等）
第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所
の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介
護事業所において同時に共用型指定認知症対応型
通所介護の提供を受けることができる利用者の数
の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活
介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生
活介護事業所においては共同生活住居（法第８条
第２０項又は法第８条の２第１５項に規定する共
同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地
域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福
祉施設においては施設ごとに１日当たり３人以下
とする。

２

共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指
定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指
定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域
密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条
第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、
指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定
する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、
指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の
２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー
ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防
支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防
支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８
条第２５項に規定する介護保険施設をいう。以下
同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営
（第８３条第７項において「指定居宅サービス事
業等」という。）について必要な経験を有する者
でなければならない。
（従業者の員数等）
第８３条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行
う者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者
」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指
定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ご
とに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供
に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護
従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時
間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護
の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に
ついては、常勤換算方法で、通いサービス（登録
者（指定小規模多機能型居宅護を利用するために
指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受け
た者をいう。以下この章において同じ。）を指定
小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小
規模多能型居宅介護をいう。以下この章において
同じ。）の提供に当たる者をその利用者（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防
小規模多機能型居宅介護事業者（介護予防サービ
ス条例第４５条第１項に規定する指定介護予防小
規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章
において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指
定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防
小規模多機能型居宅介護（介護予防サービス条例
第４４条に規定する指定介護予防小規模多能型居
宅介護をいう。以下この章において同じ。）の事
業とが同一の事業所において一体的に運営されて
いる場合にあっては、当該事業所における指定小
規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多
機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節に
おいて同じ。）の数が３又はその端数を増すごと
に１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅
介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅に
おいて行う小規模多機能型居宅介護（第７項に規
定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅
介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項
に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅
介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規
模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライ
ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあって
は当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護
事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当
該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライ
ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第１
９２条第８項に規定するサテライト型指定看護小
規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅にお
いて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。）
をいう。以下この章において同じ。）の提供に当
たる者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通
じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる
小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間
及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われ
る勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項にお
いて同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に
当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
２～５（略）
６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に
定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型
居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる
施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置い
ているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多
機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施
設等の職務に従事することができる。
１ 当該指 指定認知症対応型共同生 （略）
定小規模 活介護事業所、指定地域
多機能型 密着型特定施設、指定地
居宅介護 域密着型介護老人福祉施
事業所に 設、指定介護療養型医療
中欄に掲 施設（医療法（昭和２３
げる施設 年法律第２０５号）第７
等のいず 条第２項第４号に規定す
れかが併 る療養病床を有する診療
設されて 所であるものに限る。）
いる場合 又は介護医療院
（略）
７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定
小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機

定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防
小規模多機能型居宅介護事業者（介護予防サービ
ス条例第４５条第１項に規定する指定介護予防小
規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章
において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指
定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防
小規模多機能型居宅介護（介護予防サービス条例
第４４条に規定する指定介護予防小規模多能型居
宅介護をいう。以下この章において同じ。）の事
業とが同一の事業所において一体的に運営されて
いる場合にあっては、当該事業所における指定小
規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多
機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節に
おいて同じ。）の数が３又はその端数を増すごと
に１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅
介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅に
おいて行う小規模多機能型居宅介護、（第７項に
規定する本体事業所である指定小規模多機能型居
宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同
項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居
宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小
規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテラ
イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっ
ては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介
護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当
該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライ
ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者
の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護
を含む。）をいう。以下この章において同じ。）
の提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深夜の
時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提
供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者につい
ては、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間
帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。
第５項において同じ。）に当たる者を１以上及び
宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以
上とする。
２～５（略）
６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に
定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型
居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる
施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置い
ているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多
機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施
設等の職務に従事することができる。
１ 当該指 指定認知症対応型共同生 （略）
定小規模 活介護事業所、指定地域
多機能型 密着型特定施設、指定地
居宅介護 域密着型介護老人福祉施
事業所に 設又は指定介護療養型医
中欄に掲 療施設（医療法（昭和２
げる施設 ３年法律第２０５号）第
等のいず ７条第２項第４号に規定
れかが併 する療養病床を有する診
設されて 療所であるものに限る。
いる場合 ）
（略）
７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定
小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機

能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス
能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス
事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業に
事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業に
ついて３年以上の経験を有する指定小規模多機能
ついて３年以上の経験を有する指定小規模多機能
型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居
型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居
宅介護事業者により設置される当該指定小規模多
宅介護事業者により設置される当該指定小規模多
機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型
機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型
居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅
居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅
介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅
介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護
介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護
の提供に係る支援を行うもの（以下この章におい
の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業所
て「本体事業所」という。）との密接な連携の下
」という。）との密接な連携の下に運営されるも
に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべ
のをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービス
き訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居
の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に
宅介護従業者については、本体事業所の職員によ
ついては、本体事業所の職員により当該サテライ
り当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護
ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者
事業所の登録者の処遇が適切に行われると認めら
の処遇が適切に行われると認められるときは、１
れるときは、１人以上とすることができる。
人以上とすることができる。
８～１３（略）
８～１３（略）
（管理者）
（管理者）
第８４条（略）
第８４条（略）
２（略）
２（略）
３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人 ３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人
デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２
デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２
の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。 の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。
以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、
以下同じ。）、介護老人保健施設、指定小規模多
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症
機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生
対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス
活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第１
事業所（第１９４条に規定する指定複合型サービ
９４条に規定する指定複合型サービス事業所をい
ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従業
う。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介
者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第
護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定す
２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第
る政令で定める者をいう。次条、第１１２条第２
１１２条第２項、第１１３条及び第１９４条にお
項、第１１３条及び第１９４条において同じ。）
いて同じ。）として３年以上認知症である者の介
として３年以上認知症である者の介護に従事した
護に従事した経験を有する者であって、別に厚生
経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定
労働大臣が定める研修を修了しているものでなけ
める研修を修了しているものでなければならない。
ればならない。
（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）
（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）
第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代 第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代
表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービス
表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービス
センター、介護老人保健施設、介護医療院、指定
センター、介護老人保健施設、指定小規模多機能
小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応
型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介
型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業
護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、
所等の従業者、訪問介護員等として認知症である
訪問介護員等として認知症である者の介護に従事
者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療
した経験を有する者又は保健医療サービス若しく
サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった
は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者
経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定
であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了
める研修を修了しているものでなければならない。 しているものでなければならない。
（協力医療機関等）
（協力医療機関等）
第１０４条（略）
第１０４条（略）
２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービ ２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービ
スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応
スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応
等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制
病院等との間の連携及び支援の体制を整えなけれ
を整えなければならない。
ばならない。
（管理者）
（管理者）
第１１２条（略）
第１１２条（略）
２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対 ２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対
応型共同生活介護を提供するために必要な知識及
応型共同生活介護を提供するために必要な知識及

び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサ
び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサ
ービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、 ービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症
指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者
対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介
又は訪問介護員等として、３年以上認知症である
護員等として、３年以上認知症である者の介護に
者の介護に従事した経験を有する者であって、別
従事した経験を有する者であって、別に厚生労働
に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの
大臣が定める研修を修了しているものでなければ
でなければならない。
ならない。
（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者
（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者
）
）
第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者 第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者
の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー
の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー
ビスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、
ビスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対
指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者
応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問
若しくは訪問介護員等として、認知症である者の
介護員等として、認知症である者の介護に従事し
介護に従事した経験を有する者又は保健医療サー
た経験を有する者又は保健医療サービス若しくは
ビス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経
福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった
営に携わった経験を有する者であって、別に厚生
経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定
労働大臣が定める研修を修了しているものでなけ
める研修を修了しているものでなければならない。
ればならない。
（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針）
（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針）
第１１８条（略）
第１１８条（略）
２～６（略）
２～６（略）
７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体
的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を
講じなければならない。
身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護従業者その他の従業者
に周知徹底を図ること。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘
束等の適正化のための研修を定期的に実施する
こと。
８（略）
７（略）
（協力医療機関等）
（協力医療機関等）
第１２６条（略）
第１２６条（略）
２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サー ２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サー
ビスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対
ビスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対
応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施
応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施
設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の
設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えな
体制を整えなければならない。
ければならない。
（従業者の員数）
（従業者の員数）
第１３１条（略）
第１３１条（略）
２・３（略）
２・３（略）
４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主と ４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主と
して指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提
して指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提
供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のう
供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上、
ちそれぞれ１人以上は、常勤の者でなければなら
及び介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなけ
ない。ただし、サテライト型特定施設（当該施設
ればならない。ただし、サテライト型特定施設（
を設置しようとする者により設置される当該施設
当該施設を設置しようとする者により設置される
以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若
当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しく
しくは診療所であって当該施設に対する支援機能
は診療所であって当該施設に対する支援機能を有
を有するもの（以下この章において「本体施設」
するもの（以下この章において「本体施設」とい
という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施
う。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設と
設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定
は別の場所で運営される指定地域密着型特定施設
施設をいう。以下同じ。）にあっては、常勤換算
をいう。以下同じ。）にあっては、常勤換算方法
方法で１以上とする。
で１以上とする。

５・６（略）
５・６（略）
７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の ７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の
規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活
規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活
相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者につ
相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者につ
いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各
いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各
号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員に
号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員に
より当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が
より当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が
適切に行われると認められるときは、これを置か
適切に行われると認められるときは、これを置か
ないことができる。
ないことができる。
介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、
介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士
作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専
若しくは作業療法士又は介護支援専門員
門員
（略）
（略）
介護医療院 介護支援専門員
８～１０（略）
８～１０（略）
（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱
（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱
方針）
方針）
第１３９条（略）
第１３９条（略）
２～５（略）
２～５（略）
６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ
る措置を講じなければならない。
身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に
周知徹底を図ること。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束
等の適正化のための研修を定期的に実施するこ
と。
７（略）
６（略）
（従業者の員数）
（従業者の員数）
第１５２条（略）
第１５２条（略）
２（略）
２（略）
３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、
専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務
専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務
に従事する者でなければならない。ただし、指定
に従事する者でなければならない。ただし、指定
地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地
地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地
域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定す
域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定す
るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を
るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を
いう。以下この項において同じ。）を除く。以下
いう。以下この項において同じ。）を除く。以下
この項において同じ。）にユニット型指定介護老
この条において同じ。）及びユニット型指定介護
人福祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備
老人福祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設
及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３
備及び運営に関する基準（平成１１年厚生労働省
９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。 令第３９号）第３８条に規定するユニット型指定
）第３８条に規定するユニット型指定介護老人福
介護老人福祉施設をいう。）を併設する場合又は
祉施設をいう。以下この項において同じ。）を併
指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型
設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及
指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合
びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及
の介護職員及び看護職員（第１８８条第２項の規
び看護職員（指定介護老人福祉施設基準第４７条
定に基づき配置される看護職員に限る。）を除き、
第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。 入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでな
）又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニッ
い。
ト型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する
場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニ
ット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職
員及び看護職員（第１８８条第２項の規定に基づ
き配置される看護職員に限る。）を除き、入所者

の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト
型居住施設（当該施設を設置しようとする者によ
り設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施
設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライ
ト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉
施設を除く。第８項第１号及び第１７項、第１５
３条第１項第６号並びに第１８１条第１項第３号
において同じ。）、介護老人保健施設、介護医療
院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対
する支援機能を有するもの（以下この章において
「本体施設」という。）との密接な連携を確保し
つつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地
域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）
の医師については、本体施設の医師により当該サ
テライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に
行われると認められるときは、これを置かないこ
とができる。
５～７（略）
８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定
にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談
員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
については、次に掲げる本体施設の場合には、次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職
員により当該サテライト型居住施設の入所者の処
遇が適切に行われると認められるときは、これを
置かないことができる。
（略）
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理
学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は
介護支援専門員
（略）
介護医療院 栄養士又は介護支援専門員
９～１７（略）
（サービス提供困難時の対応）
第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、
入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入
所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが
困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又
は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介す
る等の適切な措置を速やかに講じなければならな
い。
（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護の取扱方針）
第１５８条（略）
２～５（略）
６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘
束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ
なければならない。
身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に
周知徹底を図ること。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束
等の適正化のための研修を定期的に実施するこ
と。

４

第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト
型居住施設（当該施設を設置しようとする者によ
り設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施
設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライ
ト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉
施設を除く。第８項第１号及び第１７項、第１５
３条第１項第６号並びに第１８１条第１項第３号
において同じ。）、介護老人保健施設又は病院若
しくは診療所であって当該施設に対する支援機能
を有するもの（以下この章において「本体施設」
という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施
設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護
老人福祉施設をいう。以下同じ。）の医師につい
ては、本体施設の医師により当該サテライト型居
住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認
められるときは、これを置かないことができる。

５～７（略）
８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定
にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談
員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員
については、次に掲げる本体施設の場合には、次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職
員により当該サテライト型居住施設の入所者の処
遇が適切に行われると認められるときは、これを
置かないことができる。
（略）
介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理
学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門
員
（略）
９～１７（略）
（サービス提供困難時の対応）
第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、
入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入
所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが
困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又
は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を
速やかに講じなければならない。
（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護の取扱方針）
第１５８条（略）
２～５（略）

７（略）
６（略）
第１６６条（略）
第１６６条（略）
（緊急時等の対応）
第１６６条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設
は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護の提供を行っているときに入所者の病状
の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あ
らかじめ、第１５２条第１項第１号に掲げる医師
との連携方法その他の緊急時等における対応方法
を定めておかなければならない。
（運営規程）
（運営規程）
第１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、 第１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、
次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す
次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す
る規程を定めておかなければならない。
る規程を定めておかなければならない。
～ （略）
～ （略）
緊急時等における対応方法
・ （略）
・ （略）
（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護の取扱方針）
護の取扱方針）
第１８３条（略）
第１８３条（略）
２～７（略）
２～７（略）
８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、
身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措
置を講じなければならない。
身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に
周知徹底を図ること。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束
等の適正化のための研修を定期的に実施するこ
と。
９（略）
８（略）
（運営規程）
（運営規程）
第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福 第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福
祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要
祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要
事項に関する規程を定めておかなければならない。 事項に関する規程を定めておかなければならない。
～ （略）
～ （略）
緊急時等における対応方法
・ （略）
・ （略）
（従業者の員数等）
（従業者の員数等）
第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事 第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事
業を行う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅
業を行う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅
介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所
介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所
（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
」という。）ごとに置くべき指定看護小規模多機
」という。）ごとに置くべき指定看護小規模多機
能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護
能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護
小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員
小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員
数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定
数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定
看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護
看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護
小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤
小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤
換算方法で、通いサービス（登録者（指定看護小
換算方法で、通いサービス（登録者（指定看護小
規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護
規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者
小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者
をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多機能型
をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多
居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多

機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の提供に当
機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の提供に当
たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す
たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す
ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機
ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機
能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当
能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当
該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅
該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅
介護（第８３条第７項に規定する本体事業所であ
介護（本体事業所である指定看護小規模多機能型
る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ
居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る
ては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規
サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所
模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介
又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居
護予防サービス基準第４４条第７項に規定するサ
宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看
テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護
護小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以
事業所（第６項において「サテライト型指定介護
下この章において同じ。）の提供に当たる者を２
予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）
以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看
の登録者、第８項に規定する本体事業所である指
護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小
定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、 規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及
当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト
び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる
型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録
勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第６項におい
者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小
て同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当
規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サ
たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事
業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体
事業所に係る第８３条第７項に規定するサテライ
ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者
の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅
介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。
）の提供に当たる者を２以上とし、夜間及び深夜
の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介
護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従
業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及び
深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。
）をいう。第６項において同じ。）に当たる者を
１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に
必要な数以上とする。
２～５（略）
２～５（略）
６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能 ６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規
型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規
模多機能型居宅介護（第８３条第７項に規定する
模多機能型居宅介護（本体事業所である指定看護
本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介
小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該
護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテ
本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能
ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又は
型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防
サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介
小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の
護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処
状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当
遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事
該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定
業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居
看護小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。
宅介護及び第８項に規定する本体事業所である指
以下同じ。）の利用者がいない場合であって、夜
定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、 間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問
当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト
サービスを提供するために必要な連絡体制を整備
型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録
しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜
者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない
間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務
場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させ
並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅
て行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。
介護従業者を置かないことができる。
）をいう。以下同じ。）の利用者がいない場合で
あって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に
対して訪問サービスを提供するために必要な連絡
体制を整備しているときは、第１項の規定にかか
わらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び
深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多
機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

７

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の ７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の
各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている
各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている
場合において、前各項に定める人員に関する基準
場合において、前各項に定める人員に関する基準
を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置
を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置
くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する
くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する
基準を満たす従業者を置いているときは、当該看
基準を満たす従業者を置いているときは、当該看
護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に
護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に
掲げる施設等の職務に従事することができる。
掲げる施設等の職務に従事することができる。
～ （略）
～ （略）
介護医療院
８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用者又は
その家族等から電話等により看護に関する意見を
求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切
な看護サービスを提供できる体制にある指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居
宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関
する事業について３年以上の経験を有する指定看
護小規模多機能型居宅介護事業者により設置され
る当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以
外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であ
って、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提
供に係る支援を行うもの（以下この章において「
本体事業所」という。）との密接な連携の下に運
営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供
できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置
くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多
機能型居宅介護従業者については、本体事業所の
職員により当該サテライト型指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ
れると認められるときは、２人以上とすることが
できる。
９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所については、
夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所におい
て宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従
業者により当該サテライト型指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ
れると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯
を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅
介護従業者を置かないことができる。
１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、
看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。
１１ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、 ８ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登
登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多
録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機
機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支
能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援
援専門員を置かなければならない。ただし、当該
専門員を置かなければならない。ただし、当該介
介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場
護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合
合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業
は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模
の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多
多機能型居宅介護事業所に併設する第７項各号に
機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げ
掲げる施設等の職務に従事することができる。
る施設等の職務に従事することができる。
１２（略）
９（略）
１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所について
は、本体事業所の介護支援専門員により当該サテ
ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切
に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看
護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事
する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了
している者（第２００条第１項において「研修修
了者」という。）を置くことができる。
１４（略）
１０（略）
（管理者）
（管理者）
第１９３条（略）
第１９３条（略）
２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合
は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもっ
て充てることができる。
３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人 ２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ
デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護
イサービスセンター、介護老人保健施設、指定小
医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指
規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型
定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型
共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所
サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等
等の従業者若しくは訪問介護員等として３年以上
として３年以上認知症である者の介護に従事した
認知症である者の介護に従事した経験を有する者
経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定
であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了
める研修を修了しているもの、又は保健師若しく
しているもの、又は保健師若しくは看護師でなけ
は看護師でなければならない。
ればならない。
（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表
（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表
者）
者）
第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業 第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業
者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ
者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ
ービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、 ービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症
多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同
対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス
生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指
事業所（指定複合型サービスの事業を行う事業所
定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。）
をいう。）等の従業者、訪問介護員等として認知
等の従業者、訪問介護員等として認知症である者
症である者の介護に従事した経験を有する者若し
の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医
くは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経
療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ
営に携わった経験を有する者であって、別に厚生
た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が
労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は
定める研修を修了しているもの、又は保健師若し
保健師若しくは看護師でなければならない。
くは看護師でなければならない。
（登録定員及び利用定員）
（登録定員及び利用定員）
第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業 第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所は、その登録定員（登録者の数の上限をいう。
所は、その登録定員（登録者の数の上限をいう。
以下この章において同じ。）を２９人（サテライ
以下この章において同じ。）を２９人以下とする。
ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ
っては、１８人）以下とする。
２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次 ２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次
に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊
に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊
サービスの利用定員（当該指定看護小規模多機能
サービスの利用定員（当該指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当
型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当
たりの利用者の数の上限をいう。以下この章にお
たりの利用者の数の上限をいう。以下この章にお
いて同じ。）を定めるものとする。
いて同じ。）を定めるものとする。
通いサービス 登録定員の２分の１から１５
通いサービス 登録定員の２分の１から１５
人（登録定員が２５人を超える指定看護小規模
人（登録定員が２５人を超える指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所にあっては次の表の左
多機能型居宅介護事業所にあっては、次の表の
欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ同
左欄に掲げる登録定員の区分に応じ、それぞれ
表の右欄に掲げる利用定員の数とし、サテライ
同表の右欄に掲げる利用定員の数）まで
ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に
あっては１２人）まで
（略）
（略）
宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３
宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３

分の１から９人（サテライト型指定看護小規模
分の１から９人まで
多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）ま
で
（設備及び備品等）
（設備及び備品等）
第１９６条（略）
第１９６条（略）
２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
（略）
（略）
宿泊室
宿泊室
ア～エ（略）
ア～エ（略）
オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が
診療所である場合であって、当該指定看護小
規模多機能型居宅介護の利用者へのサービス
の提供に支障がない場合には、当該診療所が
有する病床については、宿泊室を兼用するこ
とができる。
３・４（略）
３・４（略）
（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規
（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規
模多機能型居宅介護報告書の作成）
模多機能型居宅介護報告書の作成）
第２００条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業 第２００条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所の管理者は、介護支援専門員（第１９２条第１
所の管理者は、介護支援専門員に看護小規模多機
３項の規定により介護支援専門員を配置していな
能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師
いサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護
等（准看護師を除く。第９項において同じ。）に
事業所にあっては、研修修了者。以下この条にお
看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関す
いて同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護計画
る業務を担当させるものとする。
の作成に関する業務を、看護師等（准看護師を除
く。第９項において同じ。）に看護小規模多機能
型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させ
るものとする。
２～７（略）
２～７（略）
８ 第２項から第６項までの規定は、前項に規定す ８ 第２項から前項までの規定は、前項に規定する
る看護小規模多機能型居宅介護計画の変更につい
看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について
て準用する。
準用する。
９・１０（略）
９・１０（略）
（準用）
（準用）
第２０３条 第１０条から第１４条まで、第２１条、第２０３条 第１０条から第１４条まで、第２１条、
第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、 第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、
第４１条、第４２条、第６０条の１１、第６０条
第４１条、第４２条、第６０条の１１、第６０条
の１３、第６０条の１６、第６０条の１７、第８
の１３、第６０条の１６、第６０条の１７、第８
８条から第９１条まで、第９４条から第９６条ま
８条から第９１条まで、第９４条から第９６条ま
で、第９８条、第９９条、第１０１条から第１０
で、第９８条、第９９条、第１０１条から第１０
５条まで及び第１０７条の規定は、指定看護小規
５条まで及び第１０７条の規定は、指定看護小規
模多機能型居宅介護の事業について準用する。こ
模多機能型居宅介護の事業について準用する。こ
の場合において、第１０条第１項中「第３２条に
の場合において、第１０条第１項中「第３２条に
規定する運営規程」とあるのは「第２０３条にお
規定する運営規程」とあるのは「第２０３条にお
いて準用する第１０１条に規定する重要事項に関
いて準用する第１０１条に規定する重要事項に関
する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護
する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護
看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居
看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居
宅介護従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時
宅介護従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小
対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小
規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条の１
規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条の１
１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節
１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節
」と、第６０条の１３中「地域密着型通所介護従
」と、第６０条の１３中「地域密着型通所介護従
業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護
業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護
従業者」と、第６０条の１７第１項中「地域密着
従業者」と、第６０条の１７第１項中「地域密着
型通所介護について知見を有する者」とあるのは
型通所介護について知見を有する者」とあるのは
「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有
「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有
する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「
する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「
活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ
活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」と、第８８条中
「第８３条第１２項」とあるのは「第１９２条第
１３項」と、第９０条及び第９８条中「小規模多
機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模
多機能型居宅介護従業者」と、第１０７条中「第
８３条第６項の表第１項中欄」とあるのは「第１
９２条第７項各号」と読み替えるものとする。

ービスの提供回数等の活動状況」と、第９０条及
び第９８条中「小規模多機能型居宅介護従業者」
とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者
」と、第１０７条中「第８３条第６項の表第１項
中欄」とあるのは「第１９２条第７項各号」と読
み替えるものとする。

（和光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正）
第３条

和光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２５年条例第７号）の一部を次のように改正する。
次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改
正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。
改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該
改正後部分に改める。
改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
改正後

改正前

第５条 指定地域密着型介護予防サービスに該当す 第５条 指定地域密着型介護予防サービスに該当す
る介護予防認知症対応型通所介護（以下「指定介
る介護予防認知症対応型通所介護（以下「指定介
護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業
護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業
は、その認知症（法第５条の２第１項に規定する
は、その認知症（法第５条の２に規定する認知症
認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その
をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認
者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある
知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除
者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅に
く。以下同じ。）が可能な限りその居宅において、
おいて、自立した日常生活を営むことができるよ
自立した日常生活を営むことができるよう、必要
う、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行う
な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ
ことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、 り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって
もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す
利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもので
ものでなければならない。
なければならない。
（従業者の員数）
（従業者の員数）
第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護 第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護
（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（
（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（
老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０
老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０
条の５の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。
条の５の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。
）、同法第２０条の４の養護老人ホーム、病院、
）、同法第２０条の４の養護老人ホーム、病院、
診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福
診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特
祉施設又は特定施設をいう。以下この条において
定施設をいう。以下この条において同じ。）に併
同じ。）に併設されていない事業所において行わ
設されていない事業所において行われる指定介護
れる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。
予防認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行
）の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症
う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介
対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設さ
護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業
れている事業所において行われる指定介護予防認
所において行われる指定介護予防認知症対応型通
知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業
所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以
を行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認
下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通
知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事
所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業
業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定介護
所（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対
予防認知症対応型通所介護事業所」という。）ご
応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき
とに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 従業者の員数は、次のとおりとする。
～ （略）
～ （略）

２～７（略）
２～７（略）
（利用定員等）
（利用定員等）
第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介 第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介
護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認
護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認
知症対応型通所介護事業所において同時に共用型
知症対応型通所介護事業所において同時に共用型
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受け
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受け
ることができる利用者の数の上限をいう。）は、
ることができる利用者の数の上限をいう。）は、
指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介
指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介
護予防認知症対応型共同生活介護事業所において
護予防認知症対応型共同生活介護事業所において
は共同生活住居（法第８条第２０項又は第８条の
は共同生活住居（法第８条第２０項又は第８条の
２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居を
２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居を
いう。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は指
いう。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は指
定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定
定地域密着型介護老人福祉施設においては施設ご
地域密着型介護老人福祉施設（介護サービス条例
とに一日当たり３人以下とする。
第１７９条に規定するユニット型指定地域密着型
介護老人福祉施設をいう。以下この項において同
じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当た
り３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護
老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニ
ット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者
の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所
介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下
となる数とする。
２（略）
２（略）
（従業者の員数等）
（従業者の員数等）
第４５条（略）
第４５条（略）
２～５（略）
２～５（略）
６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に ６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に
定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模
定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模
多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄
多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄
に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業
に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業
者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該
者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該
介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表
介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表
の中欄に掲げる施設等の職務に従事することがで
の中欄に掲げる施設等の職務に従事することがで
きる。
きる。
１ 当該指 指定認知症対応型共同生 （略）
１ 当該指 指定認知症対応型共同生 （略）
定介護予 活介護事業所、指定地域
定介護予 活介護事業所、指定地域
防小規模 密着型特定施設、指定地
防小規模 密着型特定施設、指定地
多機能型 域密着型介護老人福祉施
多機能型 域密着型介護老人福祉施
居宅介護 設、指定介護療養型医療
居宅介護 設又は指定介護療養型医
事業所に 施設（医療法（昭和２３
事業所に 療施設（医療法（昭和２
中欄に掲 年法律第２０５号）第７
中欄に掲 ３年法律第２０５号）第
げる施設 条第２項第４号に規定す
げる施設 ７条第２項第４号に規定
等のいず る療養病床を有する診療
等のいず する療養病床を有する診
れかが併 所であるものに限る。）
れかが併 療所であるものに限る。
設されて 又は介護医療院
設されて ）
いる場合
いる場合
（略）
（略）
７～１３（略）
７～１３（略）
（管理者）
（管理者）
第４６条（略）
第４６条（略）
２（略）
２（略）
３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人 ３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人
デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２
デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２
の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。 の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。
以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、
以下同じ。）、介護老人保健施設、指定認知症対
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合
応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事
型サービス事業所（介護サービス条例第１９４条
業所（介護サービス条例第１９４条に規定する指

に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次
定複合型サービス事業所をいう。次条において同
条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能
じ。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（
業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又
介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で
は法第８条第２項に規定する政令で定める者をい
定める者をいう。次条、第７３条第２項及び第７
う。次条、第７３条第２項及び第７４条において
４条において同じ。）として３年以上認知症であ
同じ。）として３年以上認知症である者の介護に
る者の介護に従事した経験を有する者であって、
従事した経験を有する者であって、別に厚生労働
別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているも
大臣が定める研修を修了しているものでなければ
のでなければならない。
ならない。
（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の
（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の
代表者）
代表者）
第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事 第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ
業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ
サービスセンター、介護老人保健施設、介護医療
サービスセンター、介護老人保健施設、指定認知
院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定
症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ
複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機
ス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護
能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護
事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認
員等として認知症である者の介護に従事した経験
知症である者の介護に従事した経験を有する者又
を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サ
は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営
ービスの経営に携わった経験を有する者であって、 に携わった経験を有する者であって、別に厚生労
別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているも
働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ
のでなければならない。
ばならない。
（協力医療機関等）
（協力医療機関等）
第６１条（略）
第６１条（略）
２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、
サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時
サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時
の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保
の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保
健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支
健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整
援の体制を整えなければならない。
えなければならない。
（管理者）
（管理者）
第７３条（略）
第７３条（略）
２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防 ２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防
認知症対応型共同生活介護を提供するために必要
認知症対応型共同生活介護を提供するために必要
な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老
な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老
人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介
人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指
護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所
定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又
等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認
は訪問介護員等として、３年以上認知症である者
知症である者の介護に従事した経験を有する者で
の介護に従事した経験を有する者であって、別に
あって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了し
厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので
ているものでなければならない。
なければならない。
（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
の代表者）
の代表者）
第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ
事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ
イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医
イサービスセンター、介護老人保健施設、指定認
療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の
知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しく
従業者若しくは訪問介護員等として、認知症であ
は訪問介護員等として、認知症である者の介護に
る者の介護に従事した経験を有する者又は保健医
従事した経験を有する者又は保健医療サービス若
療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事
しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携
業の経営に携わった経験を有する者であって、別
わった経験を有する者であって、別に厚生労働大
に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの
臣が定める研修を修了しているものでなければな
でなければならない。
らない。
（身体的拘束等の禁止）
（身体的拘束等の禁止）
第７９条（略）
第７９条（略）
２（略）
２（略）
３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ
る措置を講じなければならない。

身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会を３月に１回以上開催するとともに、
その結果について、介護従業者その他の従業者
に周知徹底を図ること。
身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘
束等の適正化のための研修を定期的に実施する
こと。
（協力医療機関等）
第８４条（略）
２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊
急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及
び支援の体制を整えなければならない。

（協力医療機関等）
第８４条（略）
２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊
急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制
を整えなければならない。

（和光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正）
第４条

和光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年条例第
５号）の一部を次のように改正する。
次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改
正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。
改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該
改正後部分に改める。
改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
改正後

改正前

（基本方針）
（基本方針）
第３条（略）
第３条（略）
２・３（略）
２・３（略）
４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当た ４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当た
っては、和光市（以下「市」という。）、地域包
っては、和光市（以下「市」という。）、地域包
括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規
括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規
定する地域包括支援センターをいう。第５条にお
定する地域包括支援センターをいう。第５条にお
いて同じ。）、老人福祉法（昭和３８年法律第１
いて同じ。）、老人福祉法（昭和３８年法律第１
３３号）第２０条の７の２第１項に規定する老人
３３号）第２０条の７の２第１項に規定する老人
介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他
介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他
の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、和光
の指定介護予防支援事業者、介護保険施設その他
市相談支援事業者（障害者の日常生活及び社会生
住民の自発的な活動によるサービスを含む地域に
活を総合的に支援する法律（平成１７年法律１２
おける様々な取組を行う者との連携に努めなけれ
３号）第５１条の１４第１項に規定する指定一般
ばならない。
相談支援事業者及び同法第５１条の１７第１項第
１号に規定する指定特定相談支援事業者で、同法
第７７条第１項に規定する地域生活支援事業とし
て市が実施する相談支援事業の委託を受けた者を
いう。）、住民の自発的な活動によるサービスを
含む地域における様々な取組を行う者等との連携
に努めなければならない。

（内容及び手続の説明及び同意）
（内容及び手続の説明及び同意）
第７条（略）
第７条（略）
２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援 ２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援
の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又
の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又
はその家族に対し、介護予防サービス計画が第３
はその家族に対し、介護予防サービス計画が第３
条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき
条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき
作成されるものであり、利用申込者は複数の指定
作成されるものであること等について説明を行い、
介護予防サービス事業者等を紹介するよう求める
理解を得なければならない。
ことができること等について説明を行い、理解を
得なければならない。
３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援
の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又
はその家族に対し、利用者について、病院又は診
療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員
の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝える
よう求めなければならない。
４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はそ ３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はそ
の家族から申出があった場合には、第１項の規定
の家族から申出があった場合には、第１項の規定
による文書の交付に代えて、第６項で定めるとこ
による文書の交付に代えて、第５項で定めるとこ
ろにより当該利用申込者又はその家族の承諾を得
ろにより当該利用申込者又はその家族の承諾を得
て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処
て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
使用する方法であって次に掲げるもの（以下この
使用する方法であって次に掲げるもの（以下この
条において「電磁的方法」という。）により提供
条において「電磁的方法」という。）により提供
することができる。この場合において、当該指定
することができる。この場合において、当該指定
介護予防支援事業者は、当該文書を交付したもの
介護予防支援事業者は、当該文書を交付したもの
とみなす。
とみなす。
・ （略）
・ （略）
５（略）
４（略）
６ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定によ ５ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定によ
り第１項に規定する重要事項を提供しようとする
り第１項に規定する重要事項を提供しようとする
ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家
ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家
族に対し、その提供に用いる電磁的方法の種類及
族に対し、その提供に用いる電磁的方法の種類及
び内容のうち次に掲げるものを示し、文書又は電
び内容のうち次に掲げるものを示し、文書又は電
磁的方法により承諾を得なければならない。
磁的方法により承諾を得なければならない。
第４項に掲げる方法のうち指定介護予防支援
第３項各号に規定する方法のうち指定介護予
事業者が使用するもの
防支援事業者が使用するもの
（略）
（略）
７（略）
６（略）
（指定介護予防支援の具体的取扱方針）
（指定介護予防支援の具体的取扱方針）
第３３条 指定介護予防支援の方針は、第３条に規 第３３条 指定介護予防支援の方針は、第３条に規
定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針
定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針
に基づき、次に掲げるところによるものとする。
に基づき、次に掲げるところによるものとする。
～ （略）
～ （略）
担当職員は、サービス担当者会議（担当職員
担当職員は、サービス担当者会議（担当職員
が介護予防サービス計画の作成のために、利用
が介護予防サービス計画の作成のために介護予
者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予
防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予
防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予
防サービス等の担当者（以下この条において「
防サービス等の担当者（以下この条において「
担当者」という。）を招集して行う会議をいう。
担当者」という。）を招集して行う会議をいう。
以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に
以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に
関する情報を担当者と共有するとともに、当該
関する情報を担当者と共有するとともに、当該
介護予防サービス計画の原案の内容について、
介護予防サービス計画の原案の内容について、
担当者から、専門的な見地からの意見を求める
担当者から、専門的な見地からの意見を求める
ものとする。ただし、やむを得ない理由がある
ものとする。ただし、やむを得ない理由がある
場合については、担当者に対する照会等により
場合については、担当者に対する照会等により
意見を求めることができるものとする。
意見を求めることができるものとする。
～ （略）
～ （略）

の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業
者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき
その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、
口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況
に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者
の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は
薬剤師に提供するものとする。
～ （略）
～ （略）
担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介
担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介
護予防通所リハビリテーション等の医療サービ
護予防通所リハビリテーション等の医療サービ
スの利用を希望している場合その他必要な場合
スの利用を希望している場合その他必要な場合
には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科
には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科
医師（次号及び第２３号において「主治の医師
医師（次号において「主治の医師等」という。
等」という。）の意見を求めなければならない。
）の意見を求めなければならない。
の２ 前号の場合において、担当職員は、介護
予防サービス計画を作成した際には、当該介護
予防サービス計画を主治の医師等に交付しなけ
ればならない。
～ （略）
～ （略）
（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第３４条 介護予防支援の実施に当たっては、介護 第３４条 介護予防支援の実施に当たっては、介護
予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる
予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる
事項に留意しなければならない。
事項に留意しなければならない。
～ （略）
～ （略）
和光市相談支援事業者（障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援する法律（平成１７
年法律１２３号）第５１条の１４第１項に規定
する指定一般相談支援事業者及び同法第５１条
の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支
援事業者で、同法第７７条第１項に規定する地
域生活支援事業として市が実施する相談支援事
業の委託を受けた者をいう。）と相互に連携す
ること。

附

則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
平成３０年２月２５日提出

和光市長

提

案

理

松本

武洋

由

介護保険法の一部改正等に伴い、所要の改正を行いたいので、地方自治法第９６条第１
項第１号の規定により、この案を提出するものである。

