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付議事件 

議案第 ３号  坂祝町監査委員条例の一部を改正する条例について 

議案第 ４号  坂祝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

議案第 ５号  坂祝町町民ふれあいプール貸付基金条例を廃止する条例について

議案第 ６号  坂祝町事業活性化支援利子基金条例の一部を改正する条例について 

議案第 ７号  坂祝町教育施設整備基金条例の制定について 

議案第 ８号  坂祝町社会体育施設条例の一部を改正する条例について

議案第 ９号  坂祝町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第１０号  坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

  定める条例の一部を改正する条例について 

議案第１１号  坂祝町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第１２号  坂祝町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第１３号  坂祝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について

議案第１４号  坂祝町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 

の一部を改正する条例について

議案第１５号  坂祝町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を改正する条例について 

議案第１６号  坂祝町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防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を定める条例の一部を改正する条例について 

議案第１７号  坂祝町環境保全条例の制定について 

議案第１８号  令和２年度坂祝町一般会計補正予算（第８号）について 

議案第１９号  令和２年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について 

議案第２０号  令和２年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 

議案第２１号  令和３年度坂祝町一般会計予算について 

議案第２２号  令和３年度坂祝町国民健康保険特別会計予算について 

議案第２３号  令和３年度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第２４号  令和３年度坂祝町介護保険特別会計予算について 

議案第２５号  令和３年度坂祝町水道事業会計予算について 

議案第２６号  令和３年度坂祝町下水道事業会計予算について 

議案第２７号  坂祝町第７次総合計画について  

議案第２８号  工事請負変更契約の締結について 

議案第２９号  町道の認定について 



議案第３号 

   坂祝町監査委員条例の一部を改正する条例について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町監

査委員条例の一部を改正するものとする。 

  令和３年３月９日 提出 

                        坂祝町長 柴 山 佳 也 

   提 案 理 由 

 地方自治法の一部改正（平成２９年法律第５４号）により、条例で定めることに

より、議員から監査委員を選任しないことができるとされたことから、監査委員の

独立性をより高めるため、町の外部から監査委員を選任し、議員から選任しないこ

ととして、条例を改正するものです。この改正に伴い、新たに選任することとなる

識見の監査委員の報酬について、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に

関する条例を改正するものです。 
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  坂祝町監査委員条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町監査委員条例(平成３年条例第１０号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(議員のうちから選任される監査委員) 

第２条 監査委員は、議員のうちから

選任しない。 

(監査委員の定数) (監査委員の定数) 

第３条 （略） 第２条 （略） 

(請求又は要求による監査) (請求又は要求による監査) 

第４条 監査委員は、法第７５条第１

項、第９８条第２項、第２４２条第１

項若しくは第２４３条の２の２第３項

の規定による監査の請求又は法第１９

９条第６項の規定による監査の要求が

あったときは、当該監査の請求又は要

求のあった日から５日以内に監査に着

手しなければならない。 

第３条 監査委員は、法第７５条第１

項、第９８条第２項、第２４２条第１

項若しくは第２４３条の２の２第３項

の規定による監査の請求又は第１９９

条第６項の規定による監査の要求があ

ったときは、当該監査の請求又は要求

のあった日から５日以内に監査に着手

しなければならない。 

(請願の処理) (請願の処理) 

第５条 （略） 第４条 （略） 

(定例監査) (定例監査) 

第６条 （略） 第５条 （略） 

(随時監査) (随時監査) 

第７条 （略） 第６条 （略） 

(財政的援助を与えているものに対す

る監査) 

(財政的援助を与えているものに対す

る監査) 

第８条 （略） 第７条 （略） 

(決算等の審査) (決算等の審査) 

第９条 （略） 第８条 （略） 

(現金出納検査の期日) (現金出納検査の期日) 

第１０条 （略） 第９条 （略） 

(公金の収納等の検査) (公金の収納等の検査) 

第１１条 （略） 第１０条 （略） 

(公表の方法) (公表の方法) 

第１２条 （略） 第１１条 （略） 

(委任) (委任) 
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第１３条 （略） 第１２条 （略） 

   附  則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２ 改正後の第２条の規定により令和３年４月１日を任期の初めとして選任される

監査委員の選任に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすること

ができる。 

（議員のうちから選任された監査委員に関する経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に在職する監査委員（議員のうちから選任された監査

委員に限る。）は、その監査委員としての任期中に限り、後任者が選任されるま

での間は、なお従前の例により在職するものとする。 

（坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

４ 坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３８年条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第２条、第４条関係) 別表(第２条、第４条関係) 

【別記 1 参照】 【別記 1 参照】 

【別記 1】 

改正後 

区分 報酬額 費用弁償 

選挙管理委員会委員 日額   ８，０００円

半日額 ４，０００円

監査委員 日額 １２，０００円

半日額 ６，０００円

改正前 

区分 報酬額 費用弁償 

選挙管理委員会委員 日額   ８，０００円

半日額 ４，０００円

監査委員 識見を有する者のうちから

選任された委員 

日額 １２，０００円

半日額 ６，０００円

議会議員のうちから選任さ

れた委員 

日額   ８，０００円

半日額 ４，０００円

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴 

う経過措置） 

５ 附則第３項の場合においては、前項の規定による改正後の特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同項の規定に

よる改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

の規定は、なおその効力を有する。 
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議案第４号 

   坂祝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町国民健康保

険税条例の一部を改正するものとする。 

  令和３年３月９日 提出

                             坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由 

国民健康保険税の普通徴収は、徴収の特例により仮算定と本算定の２回賦課されている複

雑な状況であり、その仕組みを分かりやすいものとするため、仮算定を廃止し、保険税の賦

課を１回（７～翌３月：９期）とする改正を行うものです。

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動及び生活状況への影響を鑑み、

均等割額及び世帯別平等割額を令和３年度の国民健康保険税に限り減額し（後期高齢者支援

金分及び介護納付金分は除く。）、コロナ禍における国民健康保険被保険者はもとより失業等

によって国民健康保険の被保険者となった方の負担を軽減するための改正を行うものです。

 併せて、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成２４年法律第３１号)附則第１条の２

を削る改正がされた為、この規定を引用して「新型コロナウイルス感染症」の定義をしてい

る規定の改正を行うものです。
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坂祝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町国民健康保険税条例(昭和４１年条例第１０号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(納期) (納期) 

第１２条 普通徴収によって徴収する国民健

康保険税の納期は、次のとおりとする。 

第１２条 普通徴収によって徴収する国民健

康保険税の納期は、次のとおりとする。 

 第１期 ５月１日から同月３１日まで 

 第２期 ６月１日から同月３０日まで 

第１期 ７月１日から同月３１日まで 第３期 ７月１日から同月３１日まで 

第２期 ８月１日から同月３１日まで 第４期 ８月１日から同月３１日まで 

第３期 ９月１日から同月３０日まで 第５期 ９月１日から同月３０日まで 

第４期 １０月１日から同月３１日まで 第６期 １０月１日から同月３１日まで 

第５期 １１月１日から同月３０日まで 第７期 １１月１日から同月３０日まで 

第６期 １２月１日から同月２５日まで 第８期 １２月１日から同月２５日まで 

第７期 １月１日から同月３１日まで 第９期 １月１日から同月３１日まで 

第８期 ２月１日から同月末日まで 第１０期 ２月１日から同月末日まで 

第９期 ３月１日から同月３１日まで 

２ （略） ２ （略） 

 (徴収の特例) 

第２１条及び第２２条 削除 第２１条 国民健康保険税の所得割額の算定

の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等

が確定しないため当該年度分の国民健康保

険税額を確定することができない場合にお

いては、その確定する日までの間において

到来する納期において普通徴収の方法によ

って徴収すべき国民健康保険税に限り、国

民健康保険税の納税義務者について、その

者の前年度の国民健康保険税額を当該年度

の納期の数で除して得た額(町長が必要と

認める場合においては、当該前年度の国民

健康保険税額を当該年度の納期の数で除し

て得た額の範囲内において町長が定める額

とする。)を、それぞれの納期に係る国民
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健康保険税として徴収する。 

 ２ 前項の規定によって国民健康保険税を賦

課した場合において、当該国民健康保険税

額が当該年度分の国民健康保険税額に満た

ないこととなるときは、当該年度分の国民

健康保険税額が確定した日以後の納期にお

いてその不足税額を徴収し、既に徴収した

国民健康保険税額が当該年度分の国民健康

保険税額を超えることとなるときは、法第

１７条又は法第１７条の２の規定の例によ

って、その過納額を還付し、又は当該納税

義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

 (徴収の特例に係る税額の修正の申出等) 

 第２２条 前条第１項の規定によって国民健

康保険税を賦課した場合において、当該年

度分の国民健康保険税額が前年度の国民健

康保険税額の２分の１に相当する額に満た

ないこととなると認められるときは、同項

の規定によって国民健康保険税を徴収され

ることとなる者は、第２５条の納税通知書

の交付を受けた日から３０日以内に町長に

前条第１項の規定によって徴収される国民

健康保険税額の修正を申し出ることができ

る。 

２ 前項の規定による修正の申出があった場

合において、当該申出について相当の理由

があると認められるときは、町長は、当該

年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎

として、前条第１項の規定によって徴収す

る国民健康保険税額を修正しなければなら

ない。 

附 則 附 則 

(新型コロナウイルス感染症の影響により収

入の減少が見込まれる場合等における国民

健康保険税の減免) 

１４ 令和２年２月１日から令和３年３月３

(新型コロナウイルス感染症の影響により収

入の減少が見込まれる場合等における国民

健康保険税の減免) 

１４ 令和２年２月１日から令和３年３月３
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１日までの間に納期限(特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払

日。以下この項において同じ。)が定めら

れている国民健康保険税(資格を取得した

日から１４日以内に加入手続が行われなか

ったため令和２年２月１日以降に納期限が

定められている国民健康保険税であって、

当該届出が資格を取得した日から１４日以

内に行われていたならば同年２月１日前に

納期限が定められるべきものを除く。)の

減免については、次の各号のいずれかに該

当する者は、第２４条の３第１項に規定す

る国民健康保険税の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス

(令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限

る。)である感染症をいう。次号において

同じ。)により、被保険者の属する世帯の

生計を主として維持するものが死亡し、又

は重篤な傷病を負ったこと。 

(2) （略） 

１５ （略） 

１日までの間に納期限(特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払

日。以下この項において同じ。)が定めら

れている国民健康保険税(資格を取得した

日から１４日以内に加入手続が行われなか

ったため令和２年２月１日以降に納期限が

定められている国民健康保険税であって、

当該届出が資格を取得した日から１４日以

内に行われていたならば同年２月１日前に

納期限が定められるべきものを除く。)の

減免については、次の各号のいずれかに該

当する者は、第２４条の３第１項に規定す

る国民健康保険税の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法

(平成２４年法律第３１号)附則第１条の２

第１項に規定する新型コロナウイルス感染

症(次号において「新型コロナウイルス感

染症」という。)により、被保険者の属す

る世帯の生計を主として維持するものが死

亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。 

(2) （略） 

１５ （略） 

(新型コロナウイルス感染症への対応によ

る国民健康保険税の課税の特例) 

１６ 第４条、第５条及び第２３条の規定の

適用については、令和３年度分に限り、次

の表の左欄に掲げる本則の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第4条 25,000円 20,000円 

第5条第1号 18,000円 14,000円 

第5条第2号 9,000円 7,000円 

第5条第2号 13,500円 10,500円 
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第23条第1号ア 17,500円 14,000円 

第23条第1号イ

(ア) 

12,600円 9,800円 

第23条第1号イ

(イ) 

6,300円 4,900円 

第23条第1号イ

(ウ) 

9,450円 7,350円 

第23条第2号ア 12,500円 10,000円 

第23条第2号イ

(ア) 

9,000円 7,000円 

第23条第2号イ

(イ) 

4,500円 3,500円 

第23条第2号イ

(ウ) 

6,750円 5,250円 

第23条第3号ア 5,000円 4,000円 

第23条第3号イ

(ア) 

3,600円 2,800円 

第23条第3号イ

(イ) 

1,800円 1,400円 

第23条第3号イ

(ウ) 

2,700円 2,100円 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第１４項第１号の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 (適用区分) 

２ この条例による改正後の坂祝町国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
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議案第５号 

   坂祝町町民ふれあいプール貸付基金条例を廃止する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町町民ふれ

あいプール貸付基金条例を廃止するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                            坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

 坂祝町町民ふれあいプール運営事業の廃止によるものです。
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坂祝町町民ふれあいプール貸付基金条例を廃止する条例（案） 

坂祝町町民ふれあいプール貸付基金条例(平成３０年条例第４号)は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

   坂祝町事業活性化支援利子基金条例の一部を改正する条例について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町事

業活性化支援利子基金条例の一部を改正するものとする。 

  令和３年３月９日 提出

                         坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成２４年法律第３１号)附則第１条の２

を削る改正がされた為、この規定を引用して「新型コロナウイルス感染症」の定義

をしている規定の改正を行うものです。 
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  坂祝町事業活性化支援利子基金条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町事業活性化支援利子基金条例（令和２年条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(設置) (設置) 

第１条 新型コロナウイルス感染症（ 

病原体がベータコロナウイルス属のコ

ロナウイルス（令和２年１月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが

新たに報告されもの限る。）である感

染症をいう。）の影響に鑑み、株式会

社日本政策金融公庫の小規模事業者経

営改善資金(マル経融資)を受けた者に

対する利子補給を目的とし、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を財源として坂祝町事業活性化支

援利子基金(以下「基金」という。)を

設置する。

第１条 新型インフルエンザ等対策

特別措置法(平成２４年法律第３１
号)附則第１条の２第１項に規定す
る新型コロナウイルス感染症の影響

に鑑み、株式会社日本政策金融公庫

の小規模事業者経営改善資金(マル

経融資)を受けた者に対する利子補

給を目的とし、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を財

源として坂祝町事業活性化支援利子

基金(以下「基金」という。)を設置

する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７号

   坂祝町教育施設整備基金条例の制定について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町

教育施設整備基金条例を制定するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                        坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、教

育施設の整備に要する経費に充てる基金を設置するため、本条例を制定するもの

です。
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坂祝町教育施設整備基金条例（案） 

 （設置） 

第１条 坂祝町幼稚園の設置等に関する条例（昭和５４年条例第２８号）及び坂

祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例（昭和３９年条例第６号）に規定

する教育施設の建物その他の工作物の計画的な保全、建替え、増築等に必要な

経費に充てるため、坂祝町教育施設整備基金（以下「基金」という。）を設置

する。 

 （積立て） 

第２条 基金には、一般会計歳入歳出予算に定める額を積み立てる。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが

できる。 

 （処分） 

第６条 町長は、第１条に規定する基金設置の目的を達成するための経費の財源

に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の全部又は一部を

処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第８号 

   坂祝町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町社会

体育施設条例の一部を改正するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                         坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

 坂祝町町民ふれあいプール運営事業の廃止に伴い、坂祝町町民ふれあいプールに係

る規定を削るものです。
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坂祝町社会体育施設条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町社会体育施設条例（昭和５１年条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。

改正後 改正前 

第３条から第６条まで 削除 

(指定管理者の指定)
第３条 町長は、地方自治法(昭和２２
年法律第６７号)第２４４条の２第３
項の規定により、社会体育施設のう

ち、坂祝町町民ふれあいプール(以下
「町民プール」という。)の管理を同
項に規定する指定管理者(以下「指定
管理者」という。)に行わせることが
できる。 

(指定管理者の指定の手続)
第４条 町民プールの指定管理者の指

定を受けようとする者は、坂祝町町民

ふれあいプールの管理及び運営に関す

る規則(平成８年規則第１号。以下
「プール規則」という。)で定める申
請書に事業計画書その他必要な書類を

添付して町長に提出しなければならな

い。 

２ 町長は、次に定める基準に従い、

町民プールの管理を行わせるために最

も適していると認められる者を候補者

として選定し、議会の議決を経て指定

管理者として指定するものとする。 

(1) 町民等の平等利用が確保される
こと。 

(2) 事業計画書の内容が、町民プー
ルの設置目的を最も効果的に達成す

るとともに、管理経費の削減が図ら

れるものであること。 

(3) 指定管理者の指定を受けようと
する者が、事業計画書に沿った管理

を安定して行う物的及び人的能力を
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有していること。 

３ 町長は、指定管理者の指定をした

とき、及びその指定を取り消したとき

は、遅滞なくその旨を告示するものと

する。 

(指定管理者が行う管理の基準)
第５条 指定管理者は、プール規則の

定めに従い、当該施設を適正に町民等

の利用に供しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管

理者は、町長との協議により、利用時

間以外の時間に開場することができ

る。 

３ 指定管理者は、町民プールを管理

するに当たって個人情報を取り扱うと

きは、当該個人情報の適正な取扱いの

ために必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 指定管理者又はその管理する町民

プールの管理の業務に従事している者

は、当該管理の業務に関して知り得た

秘密をみだりに他人に漏らし、自己の

利益のために利用し、又は不当な目的

に使用してはならない。 

５ 前項の規定は、指定管理者の指定

期間が満了し、若しくは指定を取り消

され、又は従事者の職務を退いた後に

おいても、同様とする。 

(指定管理者が行う業務の範囲その他
必要な事項)
第６条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 町民プールの利用の許可及び制
限に関すること。 

(2) 町民プールの維持管理及び修繕
(町長に承諾を得た上での指定管理
者による改修を含む。)に関するこ
と。 

(3) 町民プール運営に必要な事業に
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関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、町
民プールの運営に関して町長が必要

と認める業務 

別表(第１０条関係) 別表(第１０条関係) 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

【別記1】 

改正後 

施設名等 使用料 

(１時間当たりの金額) 

町民運動場 施設使用料 １３０円

照明設備使用料 １，６００円

東館及び

西館 

体育館 施設使用料 １６０円

照明設備使用料 ２６０円

会議室 施設使用料 １１０円

空調設備使用料 １７０円

総合運動場 施設使用料 ２６０円

照明設備使用料 ２，４００円

総合テニスコート 

(１面) 

施設使用料 ２６０円

照明設備使用料 ４３０円

スポーツドーム 

(１面) 

施設使用料 ３５０円

照明設備使用料 ５３０円

多目的グラウンド 施設使用料 １３０円

付記 

１ １時間に満たない使用時間については、１時間に繰り上げて算定する。 

２ 各施設の使用時間は、午前６時から午後９時３０分までとする。

改正前 

施設名等 使用料 

(１時間当たりの金額)

町民運動場 施設使用料 １３０円

照明設備使用料 １，６００円
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東館及び

西館 

体育館 施設使用料 １６０円

照明設備使用料 ２６０円

会議室 施設使用料 １１０円

空調設備使用料 １７０円

総合運動場 施設使用料 ２６０円

照明設備使用料 ２，４００円

総合テニスコート 

(１面)

施設使用料 ２６０円

照明設備使用料 ４３０円

スポーツドーム 

(１面)

施設使用料 ３５０円

照明設備使用料 ５３０円

多目的グラウンド 施設使用料 １３０円

施設名等 入場料 

町民ふれあいプー

ル 

通常 高校生以上 ５００円

小学生及び中学生 ２００円

小学生及び中学生用回数券

(１１枚綴り)

２，０００円

サンセッ

ト 

高校生以上 ３００円

小学生及び中学生 １００円

付記 

１ １時間に満たない使用時間については、１時間に繰り上げて算定する。 

２ 各施設の使用時間は、午前６時から午後９時３０分までとする。 

３ 町民ふれあいプールの使用時間ついては、別に定める「坂祝町町民ふれあいプールの管理及び

運営に関する規則」の定めるところによる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９号

坂祝町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町福

祉医療費助成に関する条例の一部を改正するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                         坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正す

る法律（令和元年法律第 9号）により個人番号カードによるオンライン資格確認の運
用開始に伴う改正です。

20



坂祝町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例（案）

坂祝町福祉医療費助成に関する条例(昭和５０年条例第２２号)の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(受給者証の提示) (受給者証の提示) 

第７条 前条第１項の規定により受給

者証の交付を受けた受給資格者は、

保険医療機関等で医療に関する給付

を受けるときは、社会保険各法の規

定による被保険者、加入者、組合員

若しくは被扶養者又は高齢者医療確

保法の規定による被保険者であるこ

との確認を受けた上、受給者証を提

示するものとする。 

第７条 前条第１項の規定により受給

者証の交付を受けた受給資格者は、

保険医療機関等で医療に関する給付

を受けるときは、社会保険各法によ

る被保険者証、加入者証若しくは組

合員証又は高齢者医療確保法による

被保険者証に添えて受給者証を提示

するものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０号

   坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について

 地方自治法（昭和２２年法律第６６号）第１４条第１項の規定により、坂祝町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                         坂祝町長 柴 山 佳 也

  提 案 理 由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和２年法律第４１号）の施行に伴い、坂祝町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例も準じて条項ずれを改める

ものです。
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   坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２７年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(定義) (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、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

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、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(16) （略） (1)～(16) （略） 

(17) 特定地域型保育事業 法第４３

条第２項に規定する特定地域型保育

事業をいう。 

(17) 特定地域型保育事業 法第４３

条第３項に規定する特定地域型保育

事業をいう。 

(18)～(23) （略） (18)～(23) （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１号 

   坂祝町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町国民

健康保険条例の一部を改正するものとする。 

  令和３年３月９日 提出

                         坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成２４年法律第３１号)附則第１条の２

を削る改正がされた為、この規定を引用して「新型コロナウイルス感染症」の定義を

している規定の改正を行うものです。 
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   坂祝町国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

 坂祝町国民健康保険条例（昭和３９年条例第２号）を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

(新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者に係る傷病手当金) 

(新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者に係る傷病手当金) 

第２条 給与等(所得税法(昭和４０年

法律第３３号)第２８条第１項に規定

する給与等をいい、賞与(健康保険法

第３条第６項に規定する賞与をい

う。)を除く。以下同じ。)の支払を受

けている被保険者が療養のため労務に

服することができないとき(新型コロ

ナウイルス感染症(病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイルス(令

和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたも

のに限る。)である感染症をいう。)に

感染したとき又は発熱等の症状があり

当該感染症の感染が疑われるときに限

る。)は、その労務に服することがで

きなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができ

ない期間のうち労務に就くことを予定

していた日について、傷病手当金を支

給する。 

第２条 給与等(所得税法(昭和４０年

法律第３３号)第２８条第１項に規定

する給与等をいい、賞与(健康保険法

第３条第６項に規定する賞与をい

う。)を除く。以下同じ。)の支払を受

けている被保険者が療養のため労務に

服することができないとき(新型イン

フルエンザ等対策特別措置法(平成２

４年法律第３１号)附則第１条の２に

規定する新型コロナウイルス感染症に

感染したとき又は発熱等の症状があり

当該感染症の感染が疑われるときに限

る。)は、その労務に服することがで

きなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができ

ない期間のうち労務に就くことを予定

していた日について、傷病手当金を支

給する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号

   坂祝町介護保険条例の一部を改正する条例について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町介護保険条

例の一部を改正するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                             坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

健康保険法施行令等の一部を改正する政令において、平成３０年度税制改正及び令和２年

度税制改正により介護保険料や保険給付の負担水準等に関して意図せざる影響や不利益を生

じないよう、介護保険法施行令等の規定の見直しが行われたため、また、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法の一部改正により定めるものです。
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坂祝町介護保険条例の一部を改正する条例（案）

坂祝町介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

(年間保険料) (年間保険料) 

第２条 令和３年度から令和５年度までの

各年度における年間保険料は、次の各号

に掲げる第１号被保険者の区分に応じて

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 平成３０年度から令和２年度まで

の各年度における年間保険料は、次の各

号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ

てそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７４，

８８０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７４，

８８０円 

ア 地方税法(昭和２５年法律第２２６

号)第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得額(以下「合計所得金

額」という。)(租税特別措置法(昭和

３２年法律第２６号)第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額

が０を下回る場合には０とする。以下

この項において同じ。)が１２０万円

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 

ア 地方税法(昭和２５年法律第２２６

号)第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得額(以下「合計所得金

額」という。)(租税特別措置法(昭和

３２年法律第２６号)第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とする。以

下この項において同じ。)が１２０万

円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 

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の区分によ

る額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(令第３９条第

１項第１号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第８号イ、第９号イ

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の区分によ

る額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(令第３９条第

１項第１号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第８号イ、第９号イ
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又は第１０号イに該当する者を除

く。) 

又は第１０号イに該当する者を除

く。) 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８１，

１２０円 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８１，

１２０円 

ア 合計所得金額が２１０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

ア 合計所得金額が２００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

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の区分によ

る額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(令第３９条第

１項第１号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第９号イ又は第１０

号イに該当する者を除く。) 

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の区分によ

る額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(令第３９条第

１項第１号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第９号イ又は第１０

号イに該当する者を除く。) 

(8) 次のいずれかに該当する者 ９３，

６００円 

(8) 次のいずれかに該当する者 ９３，

６００円 

ア 合計所得金額が３２０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

ア 合計所得金額が３００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

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の区分によ

る額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(令第３９条第

１項第１号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ又は第１０号イに該当

する者を除く。) 

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の区分によ

る額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(令第３９条第

１項第１号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ又は第１０号イに該当

する者を除く。) 

(9)～(11) （略） (9)～(11) （略） 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和３

年度から令和５年度までの各年度におけ

る保険料の額は、同号の規定にかかわら

ず、１８，７２０円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和２

年度の保険料の額は、同号の規定にかか

わらず、１８，７２０円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度における保険料の額について

準用する。この場合において、前項中

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和２年度の保険料の額につ

いて準用する。この場合において、前項

中「１８，７２０円」とあるのは、「３
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「１８，７２０円」とあるのは、「３

１，２００円」と読み替えるものとす

る。 

１，２００円」と読み替えるものとす

る。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度における保険料の額につい

て準用する。この場合において、第２項

中「１８，７２０円」とあるのは、「４

３，６８０円」と読み替えるものとす

る。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げ

る第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和２年度の保険料の額に

ついて準用する。この場合において、第

２項中「１８，７２０円」とあるのは、

「４３，６８０円」と読み替えるものと

する。 

(普通徴収の特例) (普通徴収の特例) 

第５条 保険料の額の算定の基礎に用いる

市町村民税の課税非課税の別又は合計所

得金額が確定しないため当該年度分の保

険料の額を確定することができない場合

においては、その確定する日までの間に

おいて到来する納期において徴収すべき

保険料に限り、第１号被保険者につい

て、その者の前年度の保険料の額を当該

年度の当該保険料に係る納期の数で除し

て得た額(町長が必要と認める場合におい

ては、当該額の範囲内において町長が定

める額とする。)を、それぞれの納期に係

る保険料として普通徴収する。 

第５条 保険料の額の算定の基礎に用いる

市町村民税の課税非課税の別又は地方税

法第２９２条第１項第１３号に規定する

合計所得金額が確定しないため当該年度

分の保険料の額を確定することができな

い場合においては、その確定する日まで

の間において到来する納期において徴収

すべき保険料に限り、第１号被保険者に

ついて、その者の前年度の保険料の額を

当該年度の当該保険料に係る納期の数で

除して得た額(町長が必要と認める場合に

おいては、当該額の範囲内において町長

が定める額とする。)を、それぞれの納期

に係る保険料として普通徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 附 則 

(新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における

保険料の減免) 

(新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における

保険料の減免) 

第８条 令和２年２月１日から令和３年３

月３１日までの間に納期限(特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。)が定

められている保険料(第１号被保険者の資

格を取得した日から１４日以内に法第１

第８条 令和２年２月１日から令和３年３

月３１日までの間に納期限(特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。)が定

められている保険料(第１号被保険者の資

格を取得した日から１４日以内に法第１
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２条第１項の規定による届出が行われな

かったため令和２年２月１日以降に納期

限が定められている保険料であって、当

該届出が第１号被保険者の資格を取得し

た日から１４日以内に行われていたなら

ば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。)の減免については、次

の各号のいずれかに該当する者は、第１

１条第１項に規定する保険料の減免の要

件を満たすものとして、同項の規定を適

用する。 

２条第１項の規定による届出が行われな

かったため令和２年２月１日以降に納期

限が定められている保険料であって、当

該届出が第１号被保険者の資格を取得し

た日から１４日以内に行われていたなら

ば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。)の減免については、次

の各号のいずれかに該当する者は、第１

１条第１項に規定する保険料の減免の要

件を満たすものとして、同項の規定を適

用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体が
ベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス(令和２年１月に、中華人民共和国か
ら世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたも

のに限る。)である感染症をいう。次号
において同じ。)により、第１号被保険
者の属する世帯の生計を主として維持す

る者が死亡し、又は重篤な傷病を負った

こと。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置

法(平成２４年法律第３１号)附則第１条
の２第１項に規定する新型コロナウイル

ス感染症(次号において「新型コロナウ
イルス感染症」という。)により、第１
号被保険者の属する世帯の生計を主とし

て維持する者が死亡し、又は重篤な傷病

を負ったこと。 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） 

(令和３年度から令和５年度までの保険料
率の算定に関する基準の特例)
第９条 第１号被保険者のうち、令和２年

の合計所得金額に所得税法(昭和４０年法
律第３３号)第２８条第１項に規定する給
与所得又は同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得が含まれている

者の令和３年度における保険料率の算定

についての第２条第１項(第６号ア、第７
号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア

及び第１１号に係る部分に限る。)の規定
の適用については、同項第６号ア中「租

税特別措置法」とあるのは、「所得税法

(昭和４０年法律第３３号)第２８条第１項

２ （略） 
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に規定する給与所得及び同法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得の

合計額については、同法第２８条第２項

の規定によって計算した金額及び同法第

３５条第２項第１号の規定によって計算

した金額の合計額から１０万円を控除し

て得た額(当該額が０を下回る場合には、
０とする。)によるものとし、租税特別措
置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保

険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とある

のは、「令和３年」と読み替えるものと

する。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における

保険料率の算定について準用する。この

場合において、同項中「令和２年」とあ

るのは、「令和４年」と読み替えるもの

とする。

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第８条第１項第 1号の改

正規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第２条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第１３号

   坂祝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                             坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

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等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

等に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）の一部が改正されたことにより、規定中の

基準を改めるものです。
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坂祝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例（案）

坂祝町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（平成３０

年条例第１４号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則(第１条～第３条) 第１章 総則(第１条～第３条) 

第２章 基本方針(第４条) 第２章 基本方針(第４条) 

第３章 人員に関する基準(第５条・第

６条) 

第３章 人員に関する基準(第５条・第

６条) 

第４章 運営に関する基準(第７条～第

３２条) 

第４章 運営に関する基準(第７条～第

３２条) 

第５章 基準該当居宅介護支援に関する

基準(第３３条・第３４条) 

第５章 基準該当居宅介護支援に関する

基準(第３３条) 

附則 附則 

(趣旨) (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４７条第１項第１号、第７９条

第２項第１号(法第７９条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。以下同

じ。)並びに第８１条第１項及び第２項

の規定に基づき、指定居宅介護支援事業

者の指定及び指定居宅介護支援の事業の

人員及び運営等に関する基準を定めるも

のとする。 

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４７条第１項第１号、第７９条

第２項第１号(法第７９条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。以下同

じ。)並びに第８１条第１項及び第２項

の規定に基づき、指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営等に関する基準を定

めるものとする。 

(定義) (用語の意義) 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(基本方針) (基本方針) 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の
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人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援を提供するに当たっては、法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければな

らない。 

(管理者) (管理者) 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法

施行規則(平成１１年厚生省令第３６号)

第１４０条の６６第１号イ(3)に規定す

る主任介護支援専門員(以下この項におい
て「主任介護支援専門員」という。)でな
ければならない。ただし、主任介護支援

専門員の確保が著しく困難である等やむ

を得ない理由がある場合については、介

護支援専門員(主任介護支援専門員を除
く。)を前項に規定する管理者とすること
ができる。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法

施行規則(平成１１年厚生省令第３６号)

第１４０条の６６第１号イ(3)に規定す

る主任介護支援専門員でなければならな

い。 

３ （略） ３ （略） 

(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 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、居宅サービス計画が第４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、利用者は複数の指

定居宅サービス事業者等を紹介するよう

求めることができること、前６月間に当

該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護(以下この項において

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、居宅サービス計画が第４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、利用者は複数の指

定居宅サービス事業者等を紹介するよう

求めることができること等につき説明を

行い、理解を得なければならない。 
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「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置
付けられた居宅サービス計画の数が占め

る割合、前６月間に当該指定居宅介護支

援事業所において作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごと

の回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業

者によって提供されたものが占める割合

等につき説明を行い、理解を得なければ

ならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込

者又はその家族からの申出があった場合

には、第１項の規定による文書の交付に

代えて、第７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

て、当該文書に記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

報通信の技術を利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。)により提供するこ

とができる。この場合において、当該指

定居宅介護支援事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込

者又はその家族からの申出があった場合

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

報通信の技術を利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。)により提供するこ

とができる。この場合において、当該指

定居宅介護支援事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

５～８ （略） ５～８ （略） 

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) (指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第

４条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第

４条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 介護支援専門員は、サービス担当

者会議(介護支援専門員が居宅サービス

計画の作成のために、利用者及びその

家族の参加を基本としつつ、居宅サー

ビス計画の原案に位置付けた指定居宅

(9) 介護支援専門員は、サービス担当

者会議(介護支援専門員が居宅サービ

ス計画の作成のために、利用者及びそ

の家族の参加を基本としつつ、居宅サ

ービス計画の原案に位置付けた指定居
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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(テレビ電話装置その他の情報通信
機器(以下「テレビ電話装置等」とい
う。)を活用して行うことができるもの
とする。ただし、利用者又はその家族

(以下この号において「利用者等」とい
う。)が参加する場合にあっては、テレ
ビ電話装置等の活用について当該利用

者等の同意を得なければならない。)を
いう。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、当該居宅サービス計

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

ものとする。ただし、利用者(末期の悪

性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等

により、主治の医師又は歯科医師(以下

「主治の医師等」という。)の意見を勘

案して必要と認める場合その他やむを

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意見を求め

ることができるものとする。 

宅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。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

居宅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

意見を求めるものとする。ただし、利

用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

の心身の状況等により、主治の医師又

は歯科医師(以下「主治の医師等」と

いう。)の意見を勘案して必要と認め

る場合その他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

等により意見を求めることができるも

のとする。 

(10)・(11) （略） (10)・(11) （略） 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス

計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、訪問介護計画(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。以下「指定居宅サービス等

基準」という。)第２４条第１項の訪問
介護計画をいう。)等指定居宅サービス

等基準において位置付けられている計

画の提出を求めるものとする。 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス

計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、訪問介護計画(岐阜

県指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営等に関する基準を定める

条例(平成２４年岐阜県条例第７７号。
以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。)第２４条第１項の訪問介護計
画をいう。)等指定居宅サービス等基

準条例において位置付けられている計

画の提出を求めるものとする。 

(13) （略） (13) （略） 

(13)の2 （略） (14) （略） 
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(14) （略） (15) （略） 
(15) （略） (16) （略） 
(16) （略） (17) （略） 
(17) （略） (18) （略） 
(18) （略） (19) （略） 
(18)の2 （略） (20) （略） 
(18)の3 介護支援専門員は、その勤務す
る指定居宅介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画に位置付け

られた指定居宅サービス等に係る居宅

介護サービス費、特例居宅介護サービ

ス費、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(以下こ
の号において「サービス費」という。)
の総額が法第４３条第２項に規定する

居宅介護サービス費等区分支給限度基

準額に占める割合及び訪問介護に係る

居宅介護サービス費がサービス費の総

額に占める割合が厚生労働大臣が定め

る基準に該当する場合であって、か

つ、町からの求めがあった場合には、

当該指定居宅介護支援事業所の居宅サ

ービス計画の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪問介護が必

要な理由等を記載するとともに、当該

居宅サービス計画を町に届け出なけれ

ばならない。 

(19) （略） (21) （略） 
(19)の2 （略） (22) （略） 
(20) （略） (23) （略） 
(21) （略） (24) （略） 
(22) （略） (25) （略） 
(23) （略） (26) （略） 
(24) （略） (27) （略） 
(25) （略） (28) （略） 
(26) （略） (29) （略） 
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(27) （略） (30) （略） 
(利用者に関する町への通知) (利用者に関する町への通知) 

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指

定居宅介護支援を受けている利用者が次

のいずれかに該当する場合は、遅滞な

く、意見を付してその旨を町に通知しな

ければならない。 

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指

定居宅介護支援を受けている利用者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、遅

滞なく、意見を付してその旨を町に通知

しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指

定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程(以下「運営規程」という。)とし

て次に掲げる事項を定めるものとする。 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指

定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程(以下「運営規程」という。)とし

て次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 虐待の防止のための措置に関する

事項 

(6) 苦情に対応するために講ずる措置

に関する事項 

(7) （略） (7) （略） 

(勤務体制の確保) (勤務体制の確保) 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指

定居宅介護支援の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護支援専門員の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

(業務継続計画の策定等)
第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者

は、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する指定居宅介護支援の

提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るため
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の計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援

専門員に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとす

る。 

(感染症の予防及びまん延の防止のための
措置)
第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者

は、当該指定居宅介護支援事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所におけ
る感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会(テレビ電話
装置等を活用して行うことができるも

のとする。)をおおむね６月に１回以上
開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図る

こと。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所におけ
る感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所におい
て、介護支援専門員に対し、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

(掲示) (掲示等) 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規

定する事項を記載した書面を当該指定居

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の重

要事項について、指定居宅介護支援事業
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宅介護支援事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

所のホームページに掲載する等周知に努

めなければならない。 

(苦情処理) (苦情への対応等) 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

(虐待の防止)
第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者

は、虐待の発生又はその再発を防止する

ため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所におけ
る虐待の防止のための対策を検討する

委員会(テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。)を定期的
に開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図る

こと。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所におけ
る虐待の防止のための指針を整備する

こと。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所におい
て、介護支援専門員に対し、虐待の防

止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す
るための担当者を置くこと。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に

対する指定居宅介護支援の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に

対する指定居宅介護支援の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事

項を記載した居宅介護支援台帳 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事

項を記載した居宅介護支援台帳 
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ア 居宅サービス計画 ア 居宅サービス計画 

イ 第１６条第７号に規定するアセス

メントの結果の記録 

イ 第１６条第７号に規定するアセス

メントの結果の記録 

ウ 第１６条第９号に規定するサービ

ス担当者会議等の記録 

ウ 第１６条第９号に規定するサービ

ス担当者会議等の記録 

エ 第１６条第１４号に規定するモニ

タリングの結果の記録 

エ 第１６条第１５号に規定するモニ

タリングの結果の記録 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(電磁的記録等)
第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指

定居宅介護支援の提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面(書面、
書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。)で行うことが規定されて
いる又は想定されるもの(第１０条(前条
において準用する場合を含む。)及び第１
６条第２４号(前条において準用する場合
を含む。)並びに次項に規定するものを除
く。)については、書面に代えて、当該書
面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。)により行うことが
できる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

介護支援の提供に当たる者は、交付、説

明、同意、承諾その他これらに類するも

の(以下「交付等」という。)のうち、こ
の条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものにつ

いては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方
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法、磁気的方法その他人の知覚によって

認識することができない方法をいう。)に
よることができる。 

附 則 附 則 

(管理者に係る経過措置) (管理者に係る経過措置) 

２ 令和９年３月３１日までの間は、第６

条第２項の規定に関わらず、介護支援専

門員(介護保険法施行規則第１４０条の６
６第１号イ（３）に規定する主任介護支

援専門員を除く)を第６条第１項に規定す
る管理者とすることができる。 

２ 平成３３年３月３１日までの間は、第

６条第２項の規定に関わらず、介護支援

専門員を第６条第１項に規定する管理者

とすることができる。 

３ 令和３年４月１日以後における前項の

規定の適用については、同項中「、第６

条第２項」とあるのは「令和３年３月３

１日までに法第４６条第１項の指定を受

けている事業所であって、同日において

当該事業所における第６条第１項に規定

する管理者(以下「管理者」という。)
が、介護保険法施行規則第１４０条の６

６第１号イ（３）に規定する主任介護支

援専門員でないものについては、第６条

第２項」と、「介護支援専門員（介護保

険法施行規則第１４０条の６６第１号イ

（３）に規定する主任介護支援専門員を

除く。）を第６条第１項に規定する」と

あるのは「引き続き、同日における管理

者である介護支援専門員を」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１４号

   坂祝町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を改正する条例

について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町指定介護予

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を改正するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                            坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

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等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、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（平成

１８年厚生労働省令第３７号）の一部が改正されたことにより、規定中の基準を改めるもの

です。
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坂祝町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を改正する条例

（案）

坂祝町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２７年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則(第１条～第３条) 第１章 総則(第１条～第３条) 

第２章 基本方針(第４条) 第２章 基本方針(第４条) 

第３章 人員に関する基準(第５条・第６ 

条) 

第３章 人員に関する基準(第５条・第 

６条) 

第４章 運営に関する基準(第７条～第３ 

１条) 

第４章 運営に関する基準(第７条～第

３１条) 

第５章 介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準(第３２条～第３４

条) 

第５章 介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準(第３２条～第３

４条) 

第６章 基準該当介護予防支援に関する

基準(第３５条) 

第６章 基準該当介護予防支援に関する

基準(第３５条) 

第７章 雑則(第３６条) 

附則 附則 

(基本方針) (基本方針) 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の

人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援を提供するに当たっては、法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければな

らない。 
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(運営規程) (運営規程) 

第２０条 指定介護予防支援事業者は、指

定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程(以下「運営規程」という。)とし

て次に掲げる事項を定めるものとする。 

第２０条 指定介護予防支援事業者は、指

定介護予防支援事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関す

る規程(以下「運営規程」という。)とし

て次に掲げる事項を定めるものとする。

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事

項 

(7) （略） (6) （略） 

(勤務体制の確保) (勤務体制の確保) 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指

定介護予防支援の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより担当職員の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

(業務継続計画の策定等) 

第２１条の２ 指定介護予防支援事業者

は、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する指定介護予防支援の

提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画(以下「業務継続計画」という。)

を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員

に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとす

る。 

(感染症の予防及びまん延の防止のための

措置) 

第２３条の２ 指定介護予防支援事業者
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は、当該指定介護予防支援事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所におけ

る感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会(テレビ電話

装置その他の情報通信機器(以下「テレ

ビ電話装置等」という。)を活用して行

うことができるものとする。)をおおむ

ね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、担当職員に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所におけ

る感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所におい

て、担当職員に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規

定する事項を記載した書面を当該指定介

護予防支援事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

(虐待の防止) 

第２９条の２ 指定介護予防支援事業者

は、虐待の発生又はその再発を防止する

ため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所におけ

る虐待の防止のための対策を検討する

委員会(テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。)を定期的

に開催するとともに、その結果につい

て、担当職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所におけ

る虐待の防止のための指針を整備する

こと。 
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(3) 当該指定介護予防支援事業所におい

て、担当職員に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

(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

４条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

第３３条 指定介護予防支援の方針は、第

４条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 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(テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族(以下この号において

「利用者等」という。)が参加する場合

にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なけ

ればならない。)をいう。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

り意見を求めることができるものとす

る。 

(9) 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。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

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

意見を求めることができるものとす

る。 

(10)～(26) （略） (10)～(26) （略） 

第７章 雑則 

(電磁的記録等) 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指

定介護予防支援の提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面(書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
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複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。)で行うことが規定されて

いる又は想定されるもの(第１０条(前条

において準用する場合を含む。)及び第３

３条第２６号(前条において準用する場合

を含む。)並びに次項に規定するものを除

く。)については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によって 

は認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。)により

行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護

予防支援の提供に当たる者は、交付、説

明、同意、承諾その他これらに類するも

の(以下「交付等」という。)のうち、こ

の条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものにつ

いては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって

認識することができない方法をいう。)に

よることができる。

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第１５号

   坂祝町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

例の一部を改正する条例について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町指定地域密

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を改正するもの

とする。

  令和３年３月９日 提出

                             坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

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等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、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（平成１８年厚生労働省令第３４号）の一部が改正されたことによ

り、規定中の基準を改めるものです。
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坂祝町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

例の一部を改正する条例（案）

坂祝町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２４年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

第９章 看護小規模多機能型居宅介護 第９章 看護小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針(第１９０条) 第１節 基本方針(第１９０条) 

第２節 人員に関する基準(第１９１条 

～第１９３条) 

第２節 人員に関する基準(第１９１条 

～第１９３条) 

第３節 設備に関する基準(第１９４ 

条・第１９５条) 

第３節 設備に関する基準(第１９４ 

条・第１９５条) 

第４節 運営に関する基準(第１９６条 

～第２０２条) 

第４節 運営に関する基準(第１９６条 

～第２０２条) 

第１０章 雑則(第２０３条)
附則 附則 

(指定地域密着型サービスの事業の一般原

則) 

(指定地域密着型サービスの事業の一般原

則) 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利

用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指

定地域密着型サービスを提供するに当た

っては、法第１１８条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数) 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数) 

第６条 （略） 第６条 （略） 
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２～４ （略） ２～４ （略） 

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に掲げるいず

れかの施設等がある場合において、当該

施設等の入所者等の処遇に支障がない場

合は、前項本文の規定にかかわらず、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。 

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に掲げるいず

れかの施設等がある場合において、当該

施設等の入所者等の処遇に支障がない場

合は、前項本文の規定にかかわらず、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。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定

居宅サービス等基準第１２１条第１項

に規定する指定短期入所生活介護事業

所をいう。第４７条第４項第１号及び

第１５１条第１２項において同じ。) 

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定

居宅サービス等基準第１２１条第１項

に規定する指定短期入所生活介護事業

所をいう。第１５１条第１２項におい

て同じ。) 

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定

居宅サービス等基準第１４２条第１項

に規定する指定短期入所療養介護事業

所をいう。第４７条第４項第２号にお

いて同じ。) 

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定

居宅サービス等基準第１４２条第１項

に規定する指定短期入所療養介護事業

所をいう。) 

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等

基準第１７４条第１項に規定する指定

特定施設をいう。第４７条第４項第３

号において同じ。) 

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等

基準第１７４条第１項に規定する指定

特定施設をいう。) 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(第８２条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。第４

７条第４項第４号において同じ。) 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(第８２条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。) 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業

所(第１１０条第１項に規定する指定認

知症対応型共同生活介護事業所をい

う。第４７条第４項第５号、第６４条

第１項、第６５条第１項、第８２条第

６項、第８３条第３項及び第８４条に

おいて同じ。) 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業

所(第１１０条第１項に規定する指定認

知症対応型共同生活介護事業所をい

う。第６４条第１項、第６５条第１

項、第８２条第６項、第８３条第３項

及び第８４条において同じ。) 

(6) 指定地域密着型特定施設(第１２９

条第１項に規定する指定地域密着型特

定施設をいう。第４７条第４項第６

号、第６４条第１項、第６５条第１項

(6) 指定地域密着型特定施設(第１２９

条第１項に規定する指定地域密着型特

定施設をいう。第６４条第１項、第６

５条第１項及び第８２条第６項におい
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及び第８２条第６項において同じ。) て同じ。) 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(第１５０条第１項に規定する指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。第４

７条第４項第７号、第６４条第１項、

第６５条第１項及び第８２条第６項に

おいて同じ。) 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(第１５０条第１項に規定する指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。第６

４条第１項、第６５条第１項及び第８

２条第６項において同じ。) 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所(第１９１条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。第４７条第４項第８号及び第５

章から第８章までにおいて同じ。) 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所(第１９１条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。第５章から第８章までにおいて

同じ。) 

(9)～(12) （略） (9)～(12) （略） 

６～１２ （略） ６～１２ （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第３１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事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程(以下この章において「運営規

程」という。)を定めておかなければなら

ない。 

第３１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事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程(以下この章において「運営規

程」という。)を定めておかなければなら

ない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事

項 

(9) （略） (8) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、適切な指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の就業環境が害されるこ
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とを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第３２条の２ 指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、感染症や非常災

害の発生時において、利用者に対する指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者に対し、業務継続計画に

ついて周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会(テレビ電話装置その他の情
報通信機器(以下「テレビ電話装置等」
という。)を活用して行うことができる
ものとする。)をおおむね６月に１回以
上開催するとともに、その結果につい
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て、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所において、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施す

ること。 

(掲示) (掲示) 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、前項に規定する事項を記載

した書面を当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、同項の規定による掲

示に代えることができる。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第３９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

在する町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１１５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(テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族(以下この項、第
５９条の１７第１項及び第８７条におい

第３９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

在する市町村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１１５条の４

６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
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て「利用者等」という。)が参加する場合
にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該利用者等の同意を得なければ

ならない。)(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。 

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。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

(虐待の防止) 

第４０条の２ 指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、虐待の発生又は

その再発を防止するため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所における虐待の防止の

ための対策を検討する委員会(テレビ電
話装置等を活用して行うことができる

ものとする。)を定期的に開催するとと
もに、その結果について、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所における虐待の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所において、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者に対

し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

(訪問介護員等の員数) (訪問介護員等の員数) 

第４７条 指定夜間対応型訪問介護の事業 第４７条 指定夜間対応型訪問介護の事業
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を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護

事業者」という。)が当該事業を行う事業

所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業

所」という。)ごとに置くべき従業者(以

下「夜間対応型訪問介護従業者」とい

う。)の職種及び員数は、次のとおりとす

る。ただし、前条第２項ただし書の規定

に基づきオペレーションセンターを設置

しない場合においては、オペレーション

センター従業者を置かないことができ

る。 

を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護

事業者」という。)が当該事業を行う事業

所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業

所」という。)ごとに置くべき従業者(以

下「夜間対応型訪問介護従業者」とい

う。)の職種及び員数は、次のとおりとす

る。ただし、前条第２項ただし書の規定

に基づきオペレーションセンターを設置

しない場合においては、オペレーション

センター従業者を置かないことができ

る。 

(1) オペレーションセンター従業者 オ

ペレーター(指定夜間対応型訪問介護を

提供する時間帯を通じて利用者からの

通報を受け付ける業務に当たる従業者

をいう。以下この章において同じ。)と

して１以上及び利用者の面接その他の

業務を行う者として１以上確保される

ために必要な数以上

(1) オペレーションセンター従業者 オ

ペレーター(指定夜間対応型訪問介護を

提供する時間帯を通じて専ら利用者か

らの通報を受け付ける業務に当たる従

業者をいう。以下この章において同

じ。)として１以上及び利用者の面接そ

の他の業務を行う者として１以上確保

されるために必要な数以上とする。た

だし、利用者の処遇に支障がない場合

は、オペレーターは、当該夜間対応型

訪問介護事業所の定期巡回サービス、

同一敷地内の指定訪問介護事業所若し

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の職務又は利用者以外の

者からの通報を受け付ける業務に従事

することができる。 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員

等 定期巡回サービスを行う訪問介護

員等の員数は、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 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員

等 定期巡回サービスを行う訪問介護

員等の員数は、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

とする。 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員

等 随時訪問サービスを行う訪問介護

員等の員数は、指定夜間対応型訪問介

護を提供する時間帯を通じて随時訪問

サービスの提供に当たる訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員

等 随時訪問サービスを行う訪問介護

員等の員数は、指定夜間対応型訪問介

護を提供する時間帯を通じて専ら随時

訪問サービスの提供に当たる訪問介護
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が１以上確保されるために必要な数以

上

員等が１以上確保されるために必要な

数以上とする。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該夜間対応型

訪問介護事業所の定期巡回サービス又

は同一敷地内にある指定訪問介護事業

所若しくは指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の職務に従事する

ことができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ オペレーターは、専らその職務に従事

する者でなければならない。ただし、利

用者の処遇に支障がない場合は、当該指

定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回

サービス、同一敷地内の指定訪問介護事

業所若しくは指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の職務又は利用者以

外の者からの通報を受け付ける業務に従

事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一

敷地内に次に掲げるいずれかの施設等が

ある場合において、当該施設等の入所者

等の処遇に支障がない場合は、前項本文

の規定にかかわらず、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。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所 

(2) 指定短期入所療養介護事業所 

(3) 指定特定施設 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業

所 

(6) 指定地域密着型特定施設 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 指定介護療養型医療施設 
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(12) 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

は、専ら当該随時訪問サービスの提供に

当たる者でなければならない。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該

指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡

回サービス又は同一敷地内にある指定訪

問介護事業所若しくは指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の職務に従

事することができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

利用者に対するオペレーションセンター

サービスの提供に支障がない場合は、第

３項本文及び前項本文の規定にかかわら

ず、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。 

７ 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、当該指定夜間対応型訪問介護事業所

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は、第１項の規定に

かかわらず、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。 

(運営規程) (運営規程) 

第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者

は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごと

に、次に掲げる事業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。 

第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者

は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごと

に、次に掲げる事業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。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事

  項 

(9) （略） (8) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指

定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指

定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当
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該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問

介護員等によって定期巡回サービス及び

随時訪問サービスを提供しなければなら

ない。ただし、指定夜間対応型訪問介護

事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介

護を利用者に提供する体制を構築してお

り、他の指定訪問介護事業所又は指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(以下この項において「指定訪問介護事業
所等」という。)との密接な連携を図るこ
とにより当該指定夜間対応型訪問介護事

業所の効果的な運営を期待することがで

きる場合であって、利用者の処遇に支障

がないときは、町長が地域の実情を勘案

し適切と認める範囲内において、指定夜

間対応型訪問介護の事業の一部を、当該

他の指定訪問介護事業所等の従業者に行

わせることができる。 

該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問

介護員等によって定期巡回サービス及び

随時訪問サービスを提供しなければなら

ない。ただし、随時訪問サービスについ

ては、他の指定訪問介護事業所との連携

を図ることにより当該指定夜間対応型訪

問介護事業所の効果的な運営を期待する

ことができる場合であって、利用者の処

遇に支障がないときは、当該他の指定訪

問介護事業所の訪問介護員等に行わせる

ことができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、オペレ

ーションセンターサービスについては、

町長が地域の実情を勘案し適切と認める

範囲内において、複数の指定夜間対応型

訪問介護事業所の間の契約に基づき、当

該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所

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。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定夜間対

応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介

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が同一敷地内におい

て一体的に運営されている場合(第３２条
第２項ただし書の規定により当該夜間対

応型訪問介護事業所の従業者が当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務を行うことにつき町長に認めら

れている場合に限る。)であって、利用者
の処遇に支障がないときは、町長が地域

の実情を勘案し適切と認める範囲内にお

いて、定期巡回サービス又は随時訪問サ

ービスの事業の一部を他の指定訪問介護

事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業

所の従業者に行わせることができる。 

４ （略） ４ （略） 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適
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切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより夜間対応型訪問介

護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第５７条 （略） 第５７条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指

定夜間対応型訪問介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

して指定夜間対応型訪問介護を提供する

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夜間対応型訪問介

護の提供を行うよう努めなければならな

い。 

(準用) (準用) 

第５９条 第９条から第２２条まで、第２

７条、第２８条、第３２条の２から第３

８条まで及び第４０条から第４１条まで

の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事

業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項、第１９条、第３２条

の２第２項、第３３条第１項並びに第３

項第１号及び第３号、第３４条第１項並

びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護

従業者」と、第１４条中「計画作成責任

者」とあるのは「オペレーションセンタ

ー従業者(オペレーションセンターを設置

しない場合にあっては、訪問介護員等)」

と、第２７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「訪問

介護員等」と、「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護(随時対応サービスを除

第５９条 第９条から第２２条まで、第２

７条、第２８条、第３３条から第３８条

まで、第４０条及び第４１条の規定は、

指定夜間対応型訪問介護の事業について

準用する。この場合において、第９条第

１項、第１９条、第３３条第１項及び第

３４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「夜間対応型

訪問介護従業者」と、第１４条中「計画

作成責任者」とあるのは「オペレーショ

ンセンター従業者(オペレーションセンタ

ーを設置しない場合にあっては、訪問介

護員等)」と、第２７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「訪問介護員等」と、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護(随時対応サービス

を除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問

介護」と読み替えるものとする。 
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く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介

護」と読み替えるものとする。 

(運営規程) (運営規程) 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護

事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

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。 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護

事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

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。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 虐待の防止のための措置に関する

事項 

(11) （略） (10) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第５９条の１３ （略） 第５９条の１３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地

域密着型通所介護従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。その際、当該指定地域密着

型通所介護事業者は、全ての地域密着型

通所介護従業者(看護師、准看護師、介護
福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する者を除く。)
に対し、認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地

域密着型通所介護従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適

切な指定地域密着型通所介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより地域密着型通所介

護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 
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第５９条の１５ （略） 第５９条の１５ （略） 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前

項に規定する訓練の実施に当たって、地

域住民の参加が得られるよう連携に努め

なければならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第５９条の１６ （略） 第５９条の１６ （略） 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当

該指定地域密着型通所介護事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当

該指定地域密着型通所介護事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。 

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所

における感染症の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会(テレ
ビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。)をおおむね６月に１
回以上開催するとともに、その結果に

ついて、地域密着型通所介護従業者に

周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所

における感染症の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所

において、地域密着型通所介護従業者

に対し、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実

施するすること。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護

事業者は、指定地域密着型通所介護の提

供に当たっては、利用者、利用者の家

族、地域住民の代表者、指定地域密着型

通所介護事業所が所在する町の職員又は

当該指定地域密着型通所介護事業所が所

在する区域を管轄する法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センタ

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護

事業者は、指定地域密着型通所介護の提

供に当たっては、利用者、利用者の家

族、地域住民の代表者、指定地域密着型

通所介護事業所が所在する市町村の職員

又は当該指定地域密着型通所介護事業所

が所在する区域を管轄する法第１１５条

の４６第１項に規定する地域包括支援セ
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ーの職員、地域密着型通所介護について

知見を有する者等により構成される協議

会(テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。ただし、利用者等

が参加する場合にあっては、テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。)(以下この項
において「運営推進会議」という。)を設

置し、おおむね６月に１回以上、運営推

進会議に対し活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運

営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。 

ンターの職員、地域密着型通所介護につ

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「運営推進会

議」という。)を設置し、おおむね６月に

１回以上、運営推進会議に対し活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受

けるとともに、運営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。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

(準用) (準用) 

第５９条の２０ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の

２、第３４条から第３８条まで、第４０

条の２、第４１条及び第５３条の規定

は、指定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９

条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第５９条の１２に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、

第３２条の２第２項、第３４条第１項並

びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「地域密着型通所介護

従業者」と読み替えるものとする。 

第５９条の２０ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から

第３８条まで、第４１条及び第５３条の

規定は、指定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９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第５９条の１２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看護従

業者」とあるのは「地域密着型通所介護

従業者」と、第３４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「地域密着型通所介護従業者」と読み

替えるものとする。 

(準用) (準用) 

第５９条の２２ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の

２、第３４条から第３８条まで、第４０

条の２、第４１条、第５３条及び第５９

条の２、第５９条の４、第５９条の５第

４項並びに前節(第５９条の２０を除

第５９条の２２ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から

第３８条まで、第４１条、第５３条及び

第５９条の２、第５９条の４、第５９条

の５第４項並びに前節(第５９条の２０を

除く。)規定は、共生型地域密着型通所介
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く。)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９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「運営規程(第

５９条の１２に規定する運営規程をい

う。第３４条第１項において同じ。)」

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３２条の２第２項、第３

４条第１項並びに第４０条の２第１号及

び第３号中「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５９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５９条の９第４号、第５９条の１

０第５項、第５９条の１３第３項及び第

４項並びに第５９条の１６第２項第１号

及び第３号中「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５９条の１９第

２項第２号中「次条において準用する第

２０条第２項」とあるのは「第２０条第

２項」と、同項第３号中「次条において

準用する第２８条」とあるのは「第２８

条」と、同項第４号中「次条において準

用する第３８条第２項」とあるのは「第

３８条第２」と読み替えるものとする。 

護の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「運営規程

(第５９条の１２に規定する運営規程をい

う。第３４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３４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５

９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５９条の９第４号、第５９条

の１０第５項及び第５９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５９条の１９第２項第２号

中「次条において準用する第２０条第２

項」とあるのは「第２０条第２項」と、

同項第３号中「次条において準用する第

２８条」とあるのは「第２８条」と、同

項第４号中「次条において準用する第３

８条第２項」とあるのは「第３８条第

２」と読み替えるものとする。 

(運営規程) (運営規程) 

64



第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者

は、指定療養通所介護事業所ごとに次に

掲げる事業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。 

第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者

は、指定療養通所介護事業所ごとに次に

掲げる事業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。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事

  項 

(10) （略） (9) （略） 

(安全・サービス提供管理委員会の設置) (安全・サービス提供管理委員会の設置) 

第５９条の３８ 指定療養通所介護事業者

は、安全かつ適切なサービスの提供を確

保するため、地域の医療関係団体に属す

る者、地域の保健、医療又は福祉の分野

を専門とする者その他指定療養通所介護

の安全かつ適切なサービスの提供を確保

するために必要と認められる者から構成

される安全・サービス提供管理委員会(テ
レビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。)(次項において「委員
会」という。)を設置しなければならな

い。 

第５９条の３８ 指定療養通所介護事業者

は、安全かつ適切なサービスの提供を確

保するため、地域の医療関係団体に属す

る者、地域の保健、医療又は福祉の分野

を専門とする者その他指定療養通所介護

の安全かつ適切なサービスの提供を確保

するために必要と認められる者から構成

される安全・サービス提供管理委員会(次

項において「委員会」という。)を設置し

なければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

(準用) (準用) 

第５９条の４０ 第１０条から第１３条ま

で、第１６条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の

２、第３４条から第３８条まで、第４０

条の２、第４１条、第５９条の７(第３項

第２号を除く。)、第５９条の８及び第５

９条の１３から第５９条の１８までの規

定は、指定療養通所介護の事業について

準用する。この場合において、第３２条

の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「療養通所介護従業者」と、第

第５９条の４０ 第１０条から第１３条ま

で、第１６条から第１８条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から

第３８条まで、第４１条、第５９条の７

(第３項第２号を除く。)、第５９条の８

及び第５９条の１３から第５９条の１８

までの規定は、指定療養通所介護の事業

について準用する。この場合において、

第３４条中「運営規程」とあるのは「第

５９条の３６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

問介護看護従業者」とあるのは「療養通

所介護従業者」と、第５９条の１３第３
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３４条第１項中「運営規程」とあるのは

「第５９条の３６に規定する重要事項に

関する規程」と、第５９条の１３第３項

及び第４項並びに第５９条の１６第２項

第１号及び第３号中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「療養通所介護従

業者」と、第５９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「療養通所介護について

知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「１２月」と、同条第３項中「当たっ

ては」とあるのは「当たっては、利用者

の状態に応じて」と、第５９条の１８第

４項中「第５９条の５第４項」とあるの

は「第５９条の２８第４項」と読み替え

るものとする。 

項中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と、第５

９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

「療養通所介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「１２月」

と、同条第３項中「当たっては」とある

のは「当たっては、利用者の状態に応じ

て」と、第５９条の１８第４項中「第５

９条の５第４項」とあるのは「第５９条

の２８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６４条 指定認知症対応型共同生活介護

事業所若しくは指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所(指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第７０条第１項

に規定する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所をいう。次条において

同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域

密着型特定施設若しくは指定地域密着型

介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生

活室において、これらの事業所又は施設

(第６６条第１項において「本体事業所
等」という。)の利用者、入居者又は入所
者とともに行う指定認知症対応型通所介

護(以下「共用型指定認知症対応型通所介

護」という。)の事業を行う者(以下「共

用型指定認知症対応型通所介護事業者」

という。)が当該事業を行う事業所(以下

「共用型指定認知症対応型通所介護事業

所」という。)に置くべき従業者の員数

は、当該利用者、当該入居者又は当該入

所者の数と当該共用型指定認知症対応型

第６４条 指定認知症対応型共同生活介護

事業所若しくは指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所(指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第７１条第１項

に規定する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所をいう。次条において

同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域

密着型特定施設若しくは指定地域密着型

介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生

活室において、これらの事業所又は施設

の利用者、入居者又は入所者とともに行

う指定認知症対応型通所介護(以下「共用

型指定認知症対応型通所介護」という。)

の事業を行う者(以下「共用型指定認知症

対応型通所介護事業者」という。)が当該

事業を行う事業所(以下「共用型指定認知

症対応型通所介護事業所」という。)に置

くべき従業者の員数は、当該利用者、当

該入居者又は当該入所者の数と当該共用

型指定認知症対応型通所介護の利用者(当

該共用型指定認知症対応型通所介護事業
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通所介護の利用者(当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業者が共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者(指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第８

条第１項に規定する共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者をいう。以

下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定認知症対応型通所介護の事業と

共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護(同項に規定する共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)

の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては、当該

事業所における共用型指定認知症対応型

通所介護又は共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用者。次条において

同じ。)の数を合計した数について、第１

１０条、第１３０条若しくは第１５１条

又は指定地域密着型介護予防サービス基

準条例第７０条に規定する従業者の員数

を満たすために必要な数以上とする。 

者が共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者(指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第８条第１項に規定する

共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併

せて受け、かつ、共用型指定認知症対応

型通所介護の事業と共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護(同項に規定する共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護

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ている場

合にあっては、当該事業所における共用

型指定認知症対応型通所介護又は共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護の利

用者。次条において同じ。)の数を合計し

た数について、第１１０条、第１３０条

若しくは第１５１条又は指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第７１条に規

定する従業者の員数を満たすために必要

な数以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

(利用定員等) (利用定員等) 

第６５条 （略） 第６５条 （略） 

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

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
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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８２条第７

項、第１１０条第９項及び第１９１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３年以上の経

験を有する者でなければならない。 

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８２条第７項

及び第１９１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３年以上の経験を有する者でなけれ

ばならない。 

(管理者) (管理者) 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介

護事業者は、共用型指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共用型指定

認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるも

のとする。なお、共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事し、かつ、

同一敷地内にある他の本体事業所等の職

務に従事することとしても差し支えな

い。 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介

護事業者は、共用型指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、当該管理者は、共用型指定

認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

２ （略） ２ （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業

者は、指定認知症対応型通所介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営について

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。 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業

者は、指定認知症対応型通所介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営について

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。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 虐待の防止のための措置に関する

事項 

(11) （略） (10) （略） 
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(準用) (準用) 

第８０条 第９条から第１３条まで、第１

５条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３２条の２、第３４

条から第３８条まで、第４０条の２、第

４１条、第５３条、第５９条の６、第５

９条の７、第５９条の１１及び第５９条

の１３から第５９条の１８までの規定

は、指定認知症対応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

９条第１項中「第３１条に規定する運営

規程」とあるのは「第７３条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに

第４０条の２第１号及び第３号中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「認知症対応型通所介護従業

者」と、第５９条の１３第３項及び第４

項並びに第５９条の１６第２項第１号及

び第３号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「認知症対応型通所介護

従業者」と、第５９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「認知症対応型通所

介護について知見を有する者」と、第５

９条の１８第４項中「第５９条の５第４

項」とあるのは「第６３条第４項」と読

み替えるものとする。 

第８０条 第９条から第１３条まで、第１

５条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４１条、第５３条、第５９条の

６、第５９条の７、第５９条の１１及び

第５９条の１３から第５９条の１８まで

の規定は、指定認知症対応型通所介護の

事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第７３条に規

定する重要事項に関する規程」と、同項

及び第３４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「認知

症対応型通所介護従業者」と、第５９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「認

知症対応型通所介護について知見を有す

る者」と、第５９条の１８第４項中「第

５９条の５第４項」とあるのは「第６３

条第４項」と読み替えるものとする。 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第８２条 （略） 第８２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

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
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欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

欄に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

(管理者) (管理者) 

第８３条 （略） 第８３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。以下同じ。)、

介護老人保健施設、介護医療院、指定小

規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所(第１９３条に規定する

指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。)等の従業者又は訪問介護

員等(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。次条、第

１１１条第３項、第１１２条及び第１９

３条において同じ。)として３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければな

らない。 

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、指定小

規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所(第１９３条に規定する

指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。)等の従業者又は訪問介護

員等(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。次条、第

１１１条第２項、第１１２条及び第１９

３条において同じ。)として３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければな

らない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、介護支援専門員(第８

２条第１２項の規定により介護支援専門

員を配置していない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、本体事業所の介護支援専門員。以下

この条及び第９３条において同じ。)が開

催するサービス担当者会議(介護支援専門

員が居宅サービス計画の作成のために居

宅サービス計画の原案に位置付けた指定

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、介護支援専門員(第８

２条第１２項の規定により介護支援専門

員を配置していない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、本体事業所の介護支援専門員。以下

この条及び第９３条において同じ。)が開

催するサービス担当者会議(介護支援専門

員が居宅サービス計画の作成のために居

宅サービス計画の原案に位置付けた指定
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居宅サービス等(法第８条第２４項に規定

する指定居宅サービス等をいう。以下同

じ。)の担当者を招集して行う会議(テレ
ビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし、利用者等が参加

する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得

なければならない。)をいう。)等を通じ
て、利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

居宅サービス等(法第８条第２４項に規定

する指定居宅サービス等をいう。以下同

じ。)の担当者を招集して行う会議をい

う。)等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第１００条 指定小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定小規模多機能型居宅介護

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

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。 

第１００条 指定小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定小規模多機能型居宅介護

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

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。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 虐待の防止のための措置に関する

事項 

(11) （略） (10) （略） 

(定員の遵守) (定員の遵守) 

第１０１条 （略） 第１０１条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地

域その他これに類する地域において、地

域の実情により当該地域における指定小

規模多機能型居宅介護の効率的運営に必

要であると町が認めた場合は、指定小規

模多機能型居宅介護事業者は、町が認め

た日から介護保険事業計画(法第１１７条
第１項に規定する市町村介護保険事業計

画であって、町が定めるものをいう。以

下この項において同じ。)の終期まで(町
が次期の介護保険事業計画を作成するに

当たって、新規に代替サービスを整備す

るよりも既存の指定小規模多機能型居宅
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介護事業所を活用することがより効率的

であると認めた場合にあっては、次期の

介護保険事業計画の終期まで)に限り、登
録定員並びに通いサービス及び宿泊サー

ビスの利用定員を超えて指定小規模多機

能型居宅介護の提供を行うことができ

る。 

(準用) (準用) 

第１０８条 第９条から第１３条まで、第

２０条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条から第３８条まで、第４

０条から第４１条まで、第５９条の１

１、第５９条の１３、第５９条の１６及

び第５９条の１７までの規定は、指定小

規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９条第１

項中「第３１条に規定する運営規程」と

あるのは「第１００条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第３２条の

２第２項、第３４条第１項並びに第４０

条の２第１号及び第３号中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第５章第４節」と、第５９

条の１３第３項及び第４項並びに第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは

「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第５９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「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、「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」と読み替えるものと

する。 

第１０８条 第９条から第１３条まで、第

２０条、第２２条、第２８条、第３４条

から第３８条まで、第４０条、第４１

条、第５９条の１１、第５９条の１３、

第５９条の１６及び第５９条の１７まで

の規定は、指定小規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９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第１００条

に規定する重要事項に関する規程」と、

同項及び第３４条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあり、並び

に第５９条の１３第３項中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「小規模多

機能型居宅介護従業者」と、第５９条の

１１第２項中「この節」とあるのは「第

５章第４節」と、第５９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「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、「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

読み替えるものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 
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第１１０条 指定認知症対応型共同生活介

護の事業を行う者(以下「指定認知症対応

型共同生活介護事業者」という。)が当該

事業を行う事業所(以下「指定認知症対応

型共同生活介護事業所」という。)ごとに

置くべき指定認知症対応型共同生活介護

の提供に当たる従業者(以下「介護従業

者」という。)の員数は、当該事業所を構

成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる介護従

業者を、常勤換算方法で、当該共同生活

住居の利用者(当該指定認知症対応型共同

生活介護事業者が指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者(指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第７０条第１

項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)

の指定を併せて受け、かつ、指定認知症

対応型共同生活介護の事業と指定介護予

防認知症対応型共同生活介護(指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第６９条

に規定する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護をいう。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

れている場合にあっては、当該事業所に

おける指定認知症対応型共同生活介護又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の利用者。以下この条及び第１１３条

において同じ。)の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び

深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業

者に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。以下この項において同

じ。)を行わせるために必要な数以上とす

る。ただし、当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所の有する共同生活住居の

第１１０条 指定認知症対応型共同生活介

護の事業を行う者(以下「指定認知症対応

型共同生活介護事業者」という。)が当該

事業を行う事業所(以下「指定認知症対応

型共同生活介護事業所」という。)ごとに

置くべき指定認知症対応型共同生活介護

の提供に当たる従業者(以下「介護従業

者」という。)の員数は、当該事業所を構

成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる介護従

業者を、常勤換算方法で、当該共同生活

住居の利用者(当該指定認知症対応型共同

生活介護事業者が指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者(指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第７１条第１

項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)

の指定を併せて受け、かつ、指定認知症

対応型共同生活介護の事業と指定介護予

防認知症対応型共同生活介護(指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第７０条

に規定する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護をいう。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

れている場合にあっては、当該事業所に

おける指定認知症対応型共同生活介護又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の利用者。以下この条及び第１１３条

において同じ。)の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び

深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業

者に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。)を行わせるために必要な

数以上とする。 
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数が３である場合において、当該共同生

活住居が全て同一の階において隣接し、

介護従業者が円滑な利用者の状況把握及

び速やかな対応を行うことが可能な構造

である場合であって、当該指定認知症対

応型共同生活介護事業者による安全対策

が講じられ、利用者の安全性が確保され

ていると認められるときは、夜間及び深

夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活

介護事業所ごとに置くべき介護従業者の

員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて

２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤

務を行わせるために必要な数以上とする

ことができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護事業

所ごとに、保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用に係る計画の作成に関し知

識及び経験を有する者であって認知症対

応型共同生活介護計画の作成を担当させ

るのに適当と認められるものを専らその

職務に従事する計画作成担当者としなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に

支障がない場合は、当該指定認知症対応

型共同生活介護事業所における他の職務

に従事することができるものとする。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに、保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用に係る計画

の作成に関し知識及び経験を有する者で

あって認知症対応型共同生活介護計画の

作成を担当させるのに適当と認められる

ものを専らその職務に従事する計画作成

担当者としなければならない。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該

共同生活住居における他の職務に従事す

ることができるものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテ

ライト型指定認知症対応型共同生活介護

事業所(指定認知症対応型共同生活介護事
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認

知症対応型共同生活介護事業者により設

置される当該指定認知症対応型共同生活

介護事業所以外の指定認知症対応型共同

生活介護事業所であって当該指定認知症
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対応型共同生活介護事業所に対して指定

認知症対応型共同生活介護の提供に係る

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
に運営されるものをいう。以下同じ。)に
ついては、介護支援専門員である計画作

成担当者に代えて、第６項の別に厚生労

働大臣が定める研修を修了している者を

置くことができる。 

１０ （略） ９ （略） 

１１ 指定認知症対応型共同生活介護事業

者が指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定認知症対応型共同生活介護の事業と

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

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ついては、指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第

７０条第1項から第１０項までに規定する

人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項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。 

１０ 指定認知症対応型共同生活介護事業

者が指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定認知症対応型共同生活介護の事業と

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

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ついては、指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第

７１条第1項から第９項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、

前各項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。 

(管理者) (管理者) 

第１１１条 （略） 第１１１条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生

活住居の管理上支障がない場合は、サテ

ライト型指定認知症対応型共同生活介護

事業所における共同生活住居の管理者

は、本体事業所における共同生活住居の

管理者をもって充てることができる。 

３ （略） ２ （略） 

(設備) (設備) 

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介

護事業所は、共同生活住居を有するもの

とし、その数は１以上３以下(サテライト
型指定認知症対応型共同生活介護事業所

にあっては、１又は２)とする。ただし、

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介

護事業所は、共同生活住居を有するもの

とし、その数は１又は２とする。ただ

し、指定認知症対応型共同生活介護事業

所に係る用地の確保が困難であることそ
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指定認知症対応型共同生活介護事業所に

係る用地の確保が困難であることその他

地域の実情により指定認知症対応型共同

生活介護事業所の効率的運営に必要と認

められる場合は、１の事業所における共

同生活住居の数を３とすることができ

る。 

の他地域の実情により指定認知症対応型

共同生活介護事業所の効率的運営に必要

と認められる場合は、１の事業所におけ

る共同生活住居の数を３とすることがで

きる。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

が指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指

定認知症対応型共同生活介護の事業と指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の

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ついては、指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第７

３条第１項から第６項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、

前各項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。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

が指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指

定認知症対応型共同生活介護の事業と指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の

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ついては、指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第７

４条第１項から第６項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、

前各項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。 

(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１１７条 （略） 第１１７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。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとす

る。)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。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、
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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 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、自らその提供する指定認知症対応型

共同生活介護の質の評価を行うととも

に、定期的に次に掲げるいずれかの評価

を受けて、それらの結果を公表し、常に

その改善を図らなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、自らその提供する指定認知症対応型

共同生活介護の質の評価を行うととも

に、定期的に外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその改

善を図らなければならない。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 第１２８条において準用する第５９

条の１７第１項に規定する運営推進会

議における評価 

(認知症対応型共同生活介護計画の作成) (認知症対応型共同生活介護計画の作成) 

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。 

(1) 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。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

(3) 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。 

７ （略） ８ （略） 

(管理者による管理) (管理者による管理) 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同

時に介護保険施設、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス(サテライト型指
定認知症対応型共同生活介護事業所の場

合は、本体事業所が提供する指定認知症

対応型共同生活介護を除く。)、指定介護

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同

時に介護保険施設、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス、指定介護予防

サービス若しくは指定地域密着型介護予

防サービスの事業を行う事業所、病院、

診療所又は社会福祉施設を管理する者で
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予防サービス若しくは指定地域密着型介

護予防サービスの事業を行う事業所、病

院、診療所又は社会福祉施設を管理する

者であってはならない。ただし、これら

の事業所、施設等が同一敷地内にあるこ

と等により当該共同生活住居の管理上支

障がない場合は、この限りでない。 

あってはならない。ただし、これらの事

業所、施設等が同一敷地内にあること等

により当該共同生活住居の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。 

(運営規程) (運営規程) 

第１２２条 指定認知症対応型共同生活介

護事業者は、共同生活住居ごとに、次に

掲げる事業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。 

第１２２条 指定認知症対応型共同生活介

護事業者は、共同生活住居ごとに、次に

掲げる事業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。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事

  項 

(8) （略） (7) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第１２３条 （略） 第１２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該指定認知症対応型共同

生活介護事業者は、全ての介護従業者(看
護師、准看護師、介護福祉士、介護支援

専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。)に対し、認知症介
護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならな

い。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、適切な指定認知症対応型共同生活介

護の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより介護

78



従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

(準用) (準用) 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２

条、第１３条、第２２条、第２８条、第

３２条の２、第３４条から第３６条ま

で、第３８条、第４０条から第４１条ま

で、第５９条の１１、第５９条の１６、

第５９条の１７第１項から第４項まで、

第９９条、第１０２条及び第１０４条の

規定は、指定認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第１２２条

に規定する重要事項に関する規程」と、

同項、第３２条の２第２項、第３４条第

１項並びに第４０条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第６章第４節」と、第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第５９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「認知症対応型

共同生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第

９９条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第１

０２条中「指定小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定認知症対応型

共同生活介護事業者」と読み替えるもの

とする。 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２

条、第１３条、第２２条、第２８条、第

３４条から第３６条まで、第３８条、第

４０条、第４１条、第５９条の１１、第

５９条の１６、第５９条の１７第１項か

ら第４項まで、第９９条、第１０２条及

び第１０４条の規定は、指定認知症対応

型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第１２２条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項及び第３４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「介護従業者」と、第

５９条の１１第２項中「この節」とある

のは「第６章第４節」と、第５９条の１

７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「認知症

対応型共同生活介護について知見を有す

る者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第９９条中「小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第１０２条中「指定小規模多機能型

居宅介護事業者」とあるのは「指定認知

症対応型共同生活介護事業者」と読み替

えるものとする。 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の取扱方針) 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の取扱方針) 

第１３８条 （略） 第１３８条 （略） 
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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。 

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。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとす

る。)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。 

(1) 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。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

７ （略） ７ （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第１４５条 指定地域密着型特定施設入居

者生活介護事業者は、指定地域密着型特

定施設ごとに、次に掲げる事業の運営に

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。 

第１４５条 指定地域密着型特定施設入居

者生活介護事業者は、指定地域密着型特

定施設ごとに、次に掲げる事業の運営に

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。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事

  項 

(10) （略） (9) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第１４６条 （略） 第１４６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、地域密着型特定施設従業者

の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。その際、当

該指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、全ての地域密着型特定施設

従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、
介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。)に対し、
認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、地域密着型特定施設従業者

の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 
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せるために必要な措置を講じなければな

らない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、適切な指定地域密着型特定

施設入居者生活介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより地域密着型特定施設従業者

の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

(準用) (準用) 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３２条の２、第３４条

から第３８条まで、第４０条から第４１

条まで、第５９条の１１、第５９条の１

５、第５９条の１６、第５９条の１７第

１項から第４項まで及び第９９条の規定

は、指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合

において、第３２条の２第２項、第３４

条第１項並びに第４０条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型

特定施設従業者」と、第５９条の１１第

２項中「この節」とあるのは「第７章第

４節」と、第５９条の１６第２項第１号

及び第３号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「地域密着型特定施設従

業者」と、第５９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「地域密着型特定施設入

居者生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と読み

替えるものとする。 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条から第３８条ま

で、第４０条、第４１条、第５９条の１

１、第５９条の１５、第５９条の１６、

第５９条の１７第１項から第４項まで及

び第９９条の規定は、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業について準

用する。この場合において、第３４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「地域密着型特定施設

従業者」と、第５９条の１１第２項中

「この節」とあるのは「第７章第４節」

と、第５９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「地域密着型特定施設入居者生

活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と読み替え

るものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第１５１条 指定地域密着型介護老人福祉 第１５１条 指定地域密着型介護老人福祉
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施設に置くべき従業者の員数は、次のと

おりとする。ただし、他の社会福祉施設

等の栄養士又は管理栄養士との連携を図

ることにより当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の効果的な運営を期待するこ

とができる場合であって、入所者の処遇

に支障がないときは、第４号の栄養士又

は管理栄養士を置かないことができる。 

施設に置くべき従業者の員数は、次のと

おりとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 栄養士又は管理栄養士 １以上 (4) 栄養士 １以上 

(5)・(6) （略） (5)・(6) （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、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、入所者の処遇に支

障がない場合は、この限りでない。 

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(ユニット型指定地域密着
型介護老人福祉施設(第１７８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。以下この項において同
じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営に関する基準(平成１１年厚生省令第
３９号。以下「指定介護老人福祉施設基

準」という。)第３８条に規定するユニッ
ト型指定介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。)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

ニット型指定介護老人福祉施設の介護職

員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基
準第４７条第２項の規定に基づき配置さ

れる看護職員に限る。)又は指定地域密着
型介護老人福祉施設にユニット型指定地

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１８７
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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。 

４～７ （略） ４～７ （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、栄養士若しくは管

理栄養士、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。 

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。 

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域

密着型介護老人福祉施設 生活相談

員、栄養士若しくは管理栄養士、機能

訓練指導員又は介護支援専門員 

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域

密着型介護老人福祉施設 栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄

養士若しくは管理栄養士、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 

(2) 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 

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士

(病床数１００以上の病院の場合に限

る。)又は介護支援専門員(指定介護療

養型医療施設の場合に限る。) 

(3) 病院 栄養士(病床数１００以上の

病院の場合に限る。)又は介護支援専門

員(指定介護療養型医療施設の場合に限

る。) 

(4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄

養士又は介護支援専門員 

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専

門員 

９～１２ （略） ９～１２ （略） 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に

指定通所介護事業所(指定居宅サービス等

基準第９３条第１項に規定する指定通所

介護事業所をいう。)、指定短期入所生活

介護事業所等、指定地域密着型通所介護

事業所又は併設型指定認知症対応型通所

介護の事業を行う事業所若しくは指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第５

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に

指定通所介護事業所(指定居宅サービス等

基準第９３条第１項に規定する指定通所

介護事業所をいう。)、指定短期入所生活

介護事業所等、指定地域密着型通所介護

事業所又は併設型指定認知症対応型通所

介護の事業を行う事業所若しくは指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第５
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条第１項に規定する併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所が併設される場合においては、当該併

設される事業所の生活相談員、栄養士又

は機能訓練指導員については、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の生活相談

員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能

訓練指導員により当該事業所の利用者の

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。 

条第１項に規定する併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所が併設される場合においては、当該併

設される事業所の生活相談員、栄養士又

は機能訓練指導員については、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の生活相談

員、栄養士又は機能訓練指導員により当

該事業所の利用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。 

１４～１７ （略） １４～１７ （略） 

(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) 

(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１５７条 （略） 第１５７条 （略） 

２～５ （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。 

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。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとす

る。)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。 

(1) 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。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

７ （略） ７ （略） 

(地域密着型施設サービス計画の作成) (地域密着型施設サービス計画の作成) 

第１５８条 （略） 第１５８条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス

担当者会議(入所者に対する指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の提

供に当たる他の担当者(以下この条におい

て「担当者」という。)を招集して行う会

議(テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。ただし、入所者又

はその家族(以下この項において「入所者

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス

担当者会議(入所者に対する指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の提

供に当たる他の担当者(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。以下この章において同じ。)の

開催、担当者に対する照会等により、当

該地域密着型施設サービス計画の原案の
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等」という。)が参加する場合にあって
は、テレビ電話装置等の活用について当

該入所者等の同意を得なければならな

い。)をいう。以下この章において同
じ。)の開催、担当者に対する照会等によ

り、当該地域密着型施設サービス計画の

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ものとす

る。 

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ものとする。 

７～１２ （略） ７～１２ （略） 

(栄養管理) 

第１６３条の２ 指定地域密着型介護老人

福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及

び改善を図り、自立した日常生活を営む

ことができるよう、各入所者の状態に応

じた栄養管理を計画的に行わなければな

らない。 

(口腔衛生の管理) 

第１６３条の３ 指定地域密着型介護老人

福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持

を図り、自立した日常生活を営むことが

できるよう、口腔衛生の管理体制を整備

し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の

管理を計画的に行わなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第１６８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

の重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

第１６８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

の重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事

  項 

(9) （略） (8) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第１６９条 （略） 第１６９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、
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従業者に対し、その資質の向上のための

研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定地域密着型介護老人福

祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護
師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者

を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎
的な研修を受講させるために必要な措置

を講じなければならない。 

従業者に対し、その資質の向上のための

研修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

適切な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確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第１７１条 （略） 第１７１条 （略） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施

設における感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用して
行うことができるものとする。)をおお
むね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。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施

設における感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会をおおむね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。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施

設において、介護職員その他の従業者

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施

設において、介護職員その他の従業者
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に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施すること。 

に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

(4) （略） (4) （略） 

(事故発生の防止及び発生時の対応) (事故発生の防止及び発生時の対応) 

第１７５条 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、事故の発生又はその再発を防止

するため、次に定める措置を講じなけれ

ばならない。 

第１７５条 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、事故の発生又はその再発を防止

するため、次に定める措置を講じなけれ

ばならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 事故発生の防止のための委員会(テ
レビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。)及び従業者に対す
る研修を定期的に行うこと。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び

従業者に対する研修を定期的に行うこ

と。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

(準用) (準用) 

第１７７条 第９条、第１０条、第１２

条、第１３条、第２２条、第２８条、第

３２条の２、第３４条、第３６条、第３

８条、第４０条の２、第４１条、第５９

条の１１、第５９条の１５及び第５９条

の１７第１項から第４項までの規定は、

指定地域密着型介護老人福祉施設につい

て準用する。この場合において、第９条

第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第１６８条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに

第４０条の２第１号及び第３号中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第１３条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供の開始に際し、」とあるの

は「入所の際に」と、同条第２項中「指

第１７７条 第９条、第１０条、第１２

条、第１３条、第２２条、第２８条、第

３４条、第３６条、第３８条、第４１

条、第５９条の１１、第５９条の１５及

び第５９条の１７第１項から第４項まで

の規定は、指定地域密着型介護老人福祉

施設について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第１６８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看護従

業者」とあるのは「従業者」と、第１３

条第１項中「指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し、」と

あるのは「入所の際に」と、同条第２項

中「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」とあるのは
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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」とあるのは「要介

護認定」と、第５９条の１１第２項中

「この節」とあるのは「第８章第４節」

と、第５９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「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と

読み替えるものとする。 

「要介護認定」と、第３４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「従業者」と、第５９条の１１

第２項中「この節」とあるのは「第８章

第４節」と、第５９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「地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と読み替えるものとする。 

(設備) (設備) 

第１８０条 ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設の設備の基準は、次のと

おりとする。 

第１８０条 ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設の設備の基準は、次のと

おりとする。 

(1) ユニット (1) ユニット 

ア 居室 ア 居室 

(ア) 一の居室の定員は、１人とする

こと。ただし、入居者への指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供上必要と認められる場合

は、２人とすることができる。 

(ア) 一の居室の定員は、１人とす

ること。ただし、入居者への指定

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供上必要と認めら

れる場合は、２人とすることがで

きる。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし、一のユニットの入居

定員は、原則としておおむね１０人

以下とし、１５人を超えないものと

する。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし、一のユニットの入居

定員は、おおむね１０人以下としな

ければならない。 

(ウ) 一の居室の床面積等は、１０．

６５平方メートル以上とすること。

ただし、(ア)ただし書の場合にあって
は、２１．３平方メートル以上とす

ること。 

(ウ) 一の居室の床面積等は、次のい

ずれかを満たすこと。 

a １０．６５平方メートル以上とす
ること。ただし、ア(ア)ただし書の
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場合にあっては、２１．３平方メ

ートル以上とすること。 

b ユニットに属さない居室を改修し
たものについては、入居者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上

で、居室を隔てる壁について、天

井との間に一定の隙間が生じてい

ても差し支えない。 

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を

設けること。 

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を

設けること。 

イ 共同生活室 イ 共同生活室 

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニ

ットに属するものとし、当該ユニッ

トの入居者が交流し、共同で日常生

活を営むための場所としてふさわし

い形状を有すること。 

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニ

ットに属するものとし、当該ユニッ

トの入居者が交流し、共同で日常生

活を営むための場所としてふさわし

い形状を有すること。 

(イ) 一の共同生活室の床面積は、２

平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの入居定員を乗じて得

た面積以上を標準とすること。 

(イ) 一の共同生活室の床面積は、２

平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの入居定員を乗じて得

た面積以上を標準とすること。 

(ウ) 必要な設備及び備品を備えるこ

と。 

(ウ) 必要な設備及び備品を備えるこ

と。 

ウ 洗面設備 ウ 洗面設備 

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同

生活室ごとに適当数設けること。 

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同

生活室ごとに適当数設けること。 

(イ) 要介護者が使用するのに適した

ものとすること。 

(イ) 要介護者が使用するのに適した

ものとすること。 

エ 便所 エ 便所 

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同

生活室ごとに適当数設けること。 

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同

生活室ごとに適当数設けること。 

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を

設けるとともに、要介護者が使用す

るのに適したものとすること。 

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を

設けるとともに、要介護者が使用す

るのに適したものとすること。 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
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生活介護の取扱方針) 生活介護の取扱方針) 

第１８２条 （略） 第１８２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。 

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。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等を
活用して行うことができるものとす

る。)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。 

(1) 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。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

９ （略） ９ （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第１８６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

営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

第１８６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

営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事

  項 

(10) （略） (9) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第１８７条 （略） 第１８７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、従業者に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設は、全ての

従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、
介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。)に対し、

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、従業者に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければ

ならない。 
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認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

せるために必要な措置を講じなければな

らない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、適切な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確保

する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

(準用) (準用) 

第１８９条 第９条、第１０条、第１２

条、第１３条、第２２条、第２８条、第

３２条の２、第３４条、第３６条、第３

８条、第４０条の２、第４１条、第５９

条の１１、第５９条の１５、第５９条の

１７第１項から第４項まで、第１５３条

から第１５５条まで、第１５８条、第１

６１条、第１６３条から第１６７条まで

及び第１７１条から第１７６条までの規

定は、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「第１８

６条に規定する重要事項に関する規程」

と、同項、第３２条の２第２項、第３４

条第１項並びに第４０条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「従業者」

と、第１３条第１項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に

際し、」とあるのは「入居の際に」と、

同条第２項中「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」

第１８９条 第９条、第１０条、第１２

条、第１３条、第２２条、第２８条、第

３４条、第３６条、第３８条、第４１

条、第５９条の１１、第５９条の１５、

第５９条の１７第１項から第４項まで、

第１５３条から第１５５条まで、第１５

８条、第１６１条、第１６３条から第１

６７条まで及び第１７１条から第１７６

条までの規定は、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設について準用す

る。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第１８６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

型訪問介護看護従業者」とあるのは「従

業者」と、第１３条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の

開始に際し、」とあるのは「入居の際

に」と、同条第２項中「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」とあるのは「要介護認定」と、

第３４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「従業者」
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とあるのは「要介護認定」と、第５９条

の１１第２項中「この節」とあるのは

「第８章第５節」と、第５９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「地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と、第１６７条中「第１５

８条」とあるのは「第１８９条において

準用する第１５８条」と、同条第５号中

「第１５７条第５項」とあるのは「第１

８２条第７項」と、同条第６号中「第１

７７条」とあるのは「第１８９条」と、

同条第７号中「第１７５条第３項」とあ

るのは「第１８９条において準用する第

１７５条第３項」と、第１７６条第２項

第２号中「第１５５条第２項」とあるの

は「第１８９条において準用する第１５

５条第２項」と、同項第３号中「第１５

７条第５項」とあるのは「第１８２条第

７項」と、同項第４号及び第５号中「次

条」とあるのは「第１８９条」と、同項

第６号中「前条第３項」とあるのは「第

１８９条において準用する前条第３項」

と読み替えるものとする。 

と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第８章第５節」と、第５９

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

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、第１６

７条中「第１５８条」とあるのは「第１

８９条において準用する第１５８条」

と、同条第５号中「第１５７条第５項」

とあるのは「第１８２条第７項」と、同

条第６号中「第１７７条」とあるのは

「第１８９条」と、同条第７号中「第１

７５条第３項」とあるのは「第１８９条

において準用する第１７５条第３項」

と、第１７６条第２項第２号中「第１５

５条第２項」とあるのは「第１８９条に

おいて準用する第１５５条第２項」と、

同項第３号中「第１５７条第５項」とあ

るのは「第１８２条第７項」と、同項第

４号及び第５号中「次条」とあるのは

「第１８９条」と、同項第６号中「前条

第３項」とあるのは「第１８９条におい

て準用する前条第３項」と読み替えるも

のとする。 

(準用) (準用) 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第

２０条、第２２条、第２８条、第３２条

の２、第３４条から第３８条まで、第４

０条から第４１条まで、第５９条の１

１、第５９条の１３、第５９条の１６、

第５９条の１７、第８７条から第９０条

まで、第９３条から第９５条まで、第９

７条、第９８条、第１００条から第１０

４条まで及び第１０６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。この場合において、第９

条第１項中「第３１条に規定する運営規

第２０２条 第９条から第１３条まで、第

２０条、第２２条、第２８条、第３４条

から第３８条まで、第４０条、第４１

条、第５９条の１１、第５９条の１３、

第５９条の１６、第５９条の１７、第８

７条から第９０条まで、第９３条から第

９５条まで、第９７条、第９８条、第１

００条から第１０４条まで及び第１０６

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。この場

合において、第９条第１項中「第３１条

に規定する運営規程」とあるのは「第２
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程」とあるのは「第２０２条において準

用する第１００条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第３２条の２第

２項、第３４条第１項並びに第４０条の

２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第９章第４節」と、第５９

条の１３第３項及び第４項並びに第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「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従業者」

と、第５９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「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、「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８７

条中「第８２条第１２項」とあるのは

「第１９１条第１３項」と、第８９条及

び第９７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１０６条中

「第８２条第６項」とあるのは「第１９

１条第７項各号」と読み替えるものとす

る。 

０２条において準用する第１００条に規

定する重要事項に関する規程」と、同項

及び第３４条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあり、第５９条

の１３中「地域密着型通所介護従業者」

とあり、並びに第８９条及び第９７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５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第９章第４節」と、

第５９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「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、「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８７条中

「第８２条第１２項」とあるのは「第１

９１条第１３項」と、第１０６条中「第

８２条第６項」とあるのは「第１９１条

第７項各号」と読み替えるものとする。 

第１０章 雑則 

(電磁的記録等) 

第２０３条 指定地域密着型サービス事業

者及び指定地域密着型サービスの提供に

当たる者は、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この条例の規定にお

いて書面(書面、書類、文書、謄本、抄
本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物を
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いう。以下この条において同じ。)で行う
ことが規定されている又は想定されるも

の(第１２条第１項(第５９条、第５９条
の２０、第５９条の２２、第５９条の４

０、第８０条、第１０８条、第１２８

条、第１４９条、第１７７条、第１８９

条及び前条において準用する場合を含

む。)、第１１５条第１項、第１３６条第
１項及び第１５５条第１項(第１８９条に
おいて準用する場合を含む。)並びに次項
に規定するものを除く。)については、書
面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをい

う。)により行うことができる。 
２ 指定地域密着型サービス事業者及び指

定地域密着型サービスの提供に当たる者

は、交付、説明、同意、承諾、締結その

他これらに類するもの(以下「交付等」と
いう。)のうち、この条例の規定において
書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の

相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
人の知覚によって認識することができな

い方法をいう。)によることができる。 
附 則 附 則 

第６条 平成１７年改正法附則第１０条第

３項の規定により指定地域密着型介護老

人福祉施設とみなされた指定介護老人福

祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護

老人福祉施設」という。)であって、基準

省令施行日の前日において指定介護老人

福祉施設の人員、設備及び運営に関する

基準(平成１１年厚生省令第３９号。以下
「指定介護老人福祉施設基準」という。)

第６条 平成１７年改正法附則第１０条第

３項の規定により指定地域密着型介護老

人福祉施設とみなされた指定介護老人福

祉施設(以下「みなし指定地域密着型介護

老人福祉施設」という。)であって、基準

省令施行日の前日において指定介護老人

福祉施設基準附則第４条第１項の規定の

適用を受けていたものに係る第１５２条

第１項第１号の規定の適用については、
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附則第４条第１項の規定の適用を受けて

いたものに係る第１５２条第１項第１号

の規定の適用については、同号ア中「４

人以下」とあるのは「原則として４人」

と、同号イ中「１０．６５平方メート

ル」とあるのは「収納設備等を除き、

４．９５平方メートル」とする。 

同号ア中「４人以下」とあるのは「原則

として４人」と、同号イ中「１０．６５

平方メートル」とあるのは「収納設備等

を除き、４．９５平方メートル」とす

る。 

２ （略） ２ （略） 

【別記1】 

改正後 

当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されて

いる場合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施

設、指定介護療養型医療施設

(医療法(昭和２３年法律第２

０５号)第７条第２項第４号に

規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。)又は

介護医療院 

介護職員 

当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のいずれか

がある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 

看護師又は准看護師 
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改正前 

当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されて

いる場合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設又は指定介護療

養型医療施設(医療法(昭和２

３年法律第２０５号)第７条第

２項第４号に規定する療養病

床を有する診療所であるもの

に限る。)又は介護医療院 

介護職員 

当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のいずれか

がある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定認知症対応型通所介護事

業所、指定介護老人福祉施設

又は介護老人保健施設 

看護師又は准看護師 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第１６号

   坂祝町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防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を

定める条例の一部を改正する条例について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

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を定める条例の一部を改正するも

のとする。

  令和３年３月９日 提出

                             坂祝町長 柴 山 佳 也

   提 案 理 由

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等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第９号）の施行に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防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（平成１８年厚生労働省令第３６号）の一部が改正されたことに

より、規定中の基準を改めるものです。
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坂祝町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防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を

定める条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防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を定める条例

(平成２４年条例第２９号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則(第１条～第３条) 第１章 総則(第１条～第３条) 

第２章 介護予防認知症対応型通所介護 第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針(第４条) 第１節 基本方針(第４条) 

第２節 人員及び設備に関する基準 第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症 

対応型通所介護及び併設型指定介 

護予防認知症対応型通所介護(第５ 

条～第７条) 

第２款 単独型指定介護予防認知症 

対応型通所介護及び併設型指定介 

護予防認知症対応型通所介護(第５ 

条～第７条) 

第３款 共用型指定介護予防認知症 

対応型通所介護(第８条～第１０ 

条) 

第４款 共用型指定介護予防認知症 

対応型通所介護(第８条～第１０ 

条) 

第３節 運営に関する基準(第１１条～

第４０条) 

第３節 運営に関する基準(第１１条～

第４０条) 

第４節 介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準(第４１条・第

４２条) 

第４節 介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準(第４１条・第

４２条) 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介

  護 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介

  護 

第１節 基本方針(第４３条) 第１節 基本方針(第４３条) 

第２節 人員に関する基準(第４４条～ 

第４６条) 

第２節 人員に関する基準(第４４条～ 

第４６条) 

第３節 設備に関する基準(第４７条・ 

第４８条) 

第３節 設備に関する基準(第４７条・ 

第４８条) 

第４節 運営に関する基準(第４９条～ 

第６４条) 

第４節 運営に関する基準(第４９条～ 

第６５条) 
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第５節 介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準(第６５条～第６ 

８条) 

第５節 介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準(第６６条～第 

６９条) 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活 

介護 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活 

介護 

第１節 基本方針(第６９条) 第１節 基本方針(第７０条) 

第２節 人員に関する基準(第７０条～ 

第７２条) 

第２節 人員に関する基準(第７１条～ 

第７３条) 

第３節 設備に関する基準(第７３条) 第３節 設備に関する基準(第７４条) 

第４節 運営に関する基準(第７４条～ 

第８５条) 

第４節 運営に関する基準(第７５条～ 

第８６条) 

第５節 介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準(第８６条～第 

８９条) 

第５節 介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準(第８７条～第９ 

０条) 

第５章 雑則(第９０条) 

附則 附則 

(指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の一般原則) 

(指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の一般原則) 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業

者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止

等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業

者は、指定地域密着型介護予防サービス

を提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情

報その他必要な情報を活用し、適切かつ

有効に行うよう努めなければならない。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事

業所(指定地域密着型サービス基準条例第

１１０条第１項に規定する指定認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。以下同

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事

業所(指定地域密着型サービス基準条例第

１１０条第１項に規定する指定認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。以下同
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じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所(第７０条第１項に規

定する指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所をいう。次条第１項におい

て同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地

域密着型特定施設(指定地域密着型サービ

ス基準条例第１２９条第１項に規定する

指定地域密着型特定施設をいう。次条第

１項及び第４４条第６項において同じ。)

若しくは指定地域密着型介護老人福祉施

設(指定地域密着型サービス基準条例第１

５０条第１項に規定する指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。次条第１項及

び第４４条第６項において同じ。)の食堂

若しくは共同生活室において、これらの

事業所又は施設(第１０条第１項において

「本体事業所等」という。)の利用者、入

居者又は入所者とともに行う指定介護予

防認知症対応型通所介護(以下「共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護」とい

う。)の事業を行う者(以下「共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者」

という。)が当該事業を行う事業所(以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所」という。)に置くべき従業者

の員数は、当該利用者、当該入居者又は

当該入所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(当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者が共用型指定認知症対応型通所介

護事業者(指定地域密着型サービス基準条

例第６４条第１項に規定する共用型指定

認知症対応型通所介護事業者をいう。以

下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業と共用型指定認知症対応型通所介

護(同項に規定する共用型指定認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。)の事業と

じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所(第７１条第１項に規

定する指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所をいう。次条第１項におい

て同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地

域密着型特定施設(指定地域密着型サービ

ス基準条例第１２９条第１項に規定する

指定地域密着型特定施設をいう。次条第

１項及び第４４条第６項において同じ。)

若しくは指定地域密着型介護老人福祉施

設(指定地域密着型サービス基準条例第１

５０条第１項に規定する指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。次条第１項及

び第４４条第６項において同じ。)の食堂

若しくは共同生活室において、これらの

事業所又は施設の利用者、入居者又は入

所者とともに行う指定介護予防認知症対

応型通所介護(以下「共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護」という。)の事業

を行う者(以下「共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所」と

いう。)に置くべき従業者の員数は、当該

利用者、当該入居者又は当該入所者の数

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(当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者が共用型

指定認知症対応型通所介護事業者(指定地

域密着型サービス基準条例第６４条第１

項に規定する共用型指定認知症対応型通

所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定

を併せて受け、かつ、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業と共用型

指定認知症対応型通所介護(同項に規定す

る共用型指定認知症対応型通所介護をい

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ている場合に
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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

おける共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護又は共用型指定認知症対応型通

所介護の利用者。次条第１項において同

じ。)の数を合計した数について、第７０

条又は指定地域密着型サービス基準条例

第１１０条、第１３０条若しくは第１５

１条の規定を満たすために必要な数以上

とする。 

あっては、当該事業所における共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護又は共

用型指定認知症対応型通所介護の利用

者。次条第１項において同じ。)の数を合

計した数について、第７１条又は指定地

域密着型サービス基準条例第１１０条、

第１３０条若しくは第１５１条の規定を

満たすために必要な数以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

(利用定員等) (利用定員等) 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、指定居宅サービス(法第４

１条第１項に規定する指定居宅サービス

をいう。)、指定地域密着型サービス(法

第４２条の２第１項に規定する指定地域

密着型サービスをいう。)、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。)、指定地域密着

型介護予防サービス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。)若しくは指定介護療養

型医療施設(健康保険法等の一部を改正す

る法律(平成１８年法律第８３号)附則第

１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法第２６

条の規定による改正前の法第４８条第１

項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設をいう。第４４条第６項において同

じ。)の運営(同条第７項及び第７０条第

９項において「指定居宅サービス事業

等」という。)について３年以上の経験を

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、指定居宅サービス(法第４

１条第１項に規定する指定居宅サービス

をいう。)、指定地域密着型サービス(法

第４２条の２第１項に規定する指定地域

密着型サービスをいう。)、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。)、指定地域密着

型介護予防サービス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。)若しくは指定介護療養

型医療施設(健康保険法等の一部を改正す

る法律(平成１８年法律第８３号)附則第

１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法第２６

条の規定による改正前の法第４８条第１

項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設をいう。第４４条第６項において同

じ。)の運営(同条第７項において「指定

居宅サービス事業等」という。)について

３年以上の経験を有する者でなければな
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有する者でなければならない。 らない。 

(管理者) (管理者) 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者は、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理

者は、共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものと

する。なお、共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、かつ、同一敷地内にある他の本体

事業所等の職務に従事することとしても

差し支えない。 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者は、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、当該管理

者は、共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものと

する。 

２ （略） ２ （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規

程(以下この章において「運営規程」とい

う。)を定めておかなければならない。 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規

程(以下この章において「運営規程」とい

う。)を定めておかなければならない。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 虐待の防止のための措置に関する

事 

  項 

(11) （略） (10) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事 ３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

102



業者は、介護予防認知症対応型通所介護

従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。その

際、当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、全ての介護予防認知症対

応型通所介護従業者(看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資

格を有する者その他これに類する者を除

く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

業者は、介護予防認知症対応型通所介護

従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、適切な指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より介護予防認知症対応型通所介護従業

者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

(業務継続計画の策定等) 

第２８条の２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、感染症や非常災害の

発生時において、利用者に対する指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画(以

下「業務継続計画」という。)を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、介護予防認知症対応型通所介護

従業者に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事
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業者は、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、前項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する

委員会(テレビ電話装置その他の情報通

信機器(以下「テレビ電話装置等」とい

う。)を活用して行うことができるもの

とする。)をおおむね６月に１回以上開

催するとともに、その結果について、

介護予防認知症対応型通所介護従業者

に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備する

こと。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所において、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対し、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 
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２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代える

ことができる。 

(虐待の防止) 

第３７条の２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、虐待の発生又はその

再発を防止するため、次の各号に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所における虐待の防止のため

の対策を検討する委員会(テレビ電話装

置等を活用して行うことができるもの

とする。)を定期的に開催するととも

に、その結果について、介護予防認知

症対応型通所介護従業者に周知徹底を

図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所における虐待の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所において、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対し、虐待の

防止のための研修を定期的に実施する

こと。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介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、

指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所が所在する市町村の職員又は当該指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所が

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型通所介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、

指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所が所在する市町村の職員又は当該指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所が
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所在する区域を管轄する法第１１５条の

４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターの職員、介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者等により構

成される協議会(テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族(以下この項及び

第４９条において「利用者等」という。)

が参加する場合にあっては、テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。)(以下この項

において「運営推進会議」という。)を設

置し、おおむね６月に１回以上、運営推

進会議に対し活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運

営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。 

所在する区域を管轄する法第１１５条の

４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターの職員、介護予防認知症対応型通所

介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「運

営推進会議」という。)を設置し、おおむ

ね６月に１回以上、運営推進会議に対し

活動状況を報告し、運営推進会議による

評価を受けるとともに、運営推進会議か

ら必要な要望、助言等を聞く機会を設け

なければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第４４条 （略） 第４４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きる。 

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きる。 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所(指定介護予防小規模多機能型居

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

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所(指定介護予防小規模多機能型居

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
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る指定介護予防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宅

介護事業者(指定地域密着型サービス基準

条例第１９１条第１項に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。)により設置される当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所以外の指

定介護予防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介護

事業所(同項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。)であって

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定介護予防小規模多

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

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介護予防小規

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

型指定介護予防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、１人以上とするこ

とができる。 

る指定介護予防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宅

介護事業者(指定地域密着型サービス基準

条例第１９１条第１項に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。)により設置される当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所以外の指

定介護予防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介護

事業所(同項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。)であって

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に係る支援を行う

もの(以下「本体事業所」という。)との

密接な連携の下に運営されるものをい

う。以下同じ。)に置くべき訪問サービス

の提供に当たる介護予防小規模多機能型

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介護

予防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、１人以上とすることができ

る。 

８～１１ （略） ８～１１ （略） 

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居

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

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者に対して指定介護予防サー

ビス等の利用に係る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、介護予防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６６条第３号において「研修修了者」

という。)を置くことができる。 

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居

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

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者に対して指定介護予防サー

ビス等の利用に係る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、介護予防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６７条第３号において「研修修了者」

という。)を置くことができる。 
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１３ （略） １３ （略） 

(管理者) (管理者) 

第４５条 （略） 第４５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。以下同じ。)、

介護老人保健施設、介護医療院、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所(指定地域密着型サー

ビス基準第１７３条に規定する指定複合

型サービス事業所をいう。次条において

同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員

等(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。次条、第７

１条第３項及び第７２条において同じ。)

として３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に

厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

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、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所(指定地域密着型サー

ビス基準第１７３条に規定する指定複合

型サービス事業所をいう。次条において

同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員

等(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。次条、第７

２条第２項及び第７３条において同じ。)

として３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に

厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に当たっては、介

護支援専門員(第４４条第１２項の規定に

より、介護支援専門員を配置していない

サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、本体事業

所の介護支援専門員。以下この条及び第

６６条において同じ。)が開催するサービ

ス担当者会議(介護支援専門員が指定介護

予防サービス等の利用に係る計画の作成

のために指定介護予防サービス等の利用

に係る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を招集して行う

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に当たっては、介

護支援専門員(第４４条第１２項の規定に

より、介護支援専門員を配置していない

サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、本体事業

所の介護支援専門員。以下この条及び第

６７条において同じ。)が開催するサービ

ス担当者会議(介護支援専門員が指定介護

予防サービス等の利用に係る計画の作成

のために指定介護予防サービス等の利用

に係る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を招集して行う
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会議(テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし、利用者

等が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の

同意を得なければならない。)をいう。)

等を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

会議をいう。)等を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第５７条 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業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。 

第５７条 指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業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。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 虐待の防止のための措置に関する

事 

  項 

(11) （略） (10) （略） 

(定員の遵守) (定員の遵守) 

第５８条 （略） 第５８条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地

域その他これに類する地域において、地

域の実情により当該地域における指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の効率的

運営に必要であると町が認めた場合は、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、町が認めた日から介護保険事業

計画(法第１１７条第１項に規定する市町

村介護保険事業計画であって、町が定め

るものをいう。以下この項において同

じ。)の終期まで(町が次期の介護保険事

業計画を作成するに当たって、新規に代

替サービスを整備するよりも既存の指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

を活用することがより効率的であると認
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めた場合にあっては、次期の介護保険事

業計画の終期まで)に限り、登録定員並び

に通いサービス及び宿泊サービスの利用

定員を超えて指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供を行うことができる。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第５８条の２ （略） 第５９条 （略） 

(協力医療機関等) (協力医療機関等) 

第５９条 （略） 第６０条 （略） 

(調査への協力等) (調査への協力等) 

第６０条 （略） 第６１条 （略） 

第６１条 （略） 第６２条 （略） 

(居住機能を担う併設施設等への入居) (居住機能を担う併設施設等への入居) 

第６２条 （略） 第６３条 （略） 

(記録の整備) (記録の整備) 

第６３条 （略） 第６４条 （略） 

(準用) (準用) 

第６４条 第１１条から第１５条まで、第

２１条、第２３条、第２４条、第２６

条、第２８条、第２８条の２及び第３１

条から第３９条まで(第３７条第４項を除

く。)の規定は、指定介護予防小規模多機

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１１条第１項中

「第２７条に規定する運営規程」とある

のは「第５７条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第２８条第３項及

び第４項、第２８条の２第２項、第３１

条第２項第１号及び第３号、第３２条第

１項並びに第３７条の２第１号及び第３

号中「介護予防認知症対応型通所介護従

業者」とあるのは「介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第２６条第２

項中「この節」とあるのは「第３章第４

節」と、第３９条第１項中「介護予防認

知症対応型通所介護について知見を有す

第６５条 第１１条から第１５条まで、第

２１条、第２３条、第２４条、第２６

条、第２８条、第３１条から第３６条ま

で、第３７条(第４項を除く。)から第３

９条までの規定は、指定介護予防小規模

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１１条第１項

中「第２７条に規定する運営規程」とあ

るのは「第５７条に規定する重要事項に

関する規程」と、「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第２６条第２項中「この節」とあるのは

「第３章第４節」と、第２８条第３項、

第３２条中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第３９

条第１項中「介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者」とあるの
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る者」とあるのは「介護予防小規模多機

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、

「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」と読み替えるものとする。 

は「介護予防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、「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」と読み替える

ものとする。 

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

基本取扱方針) 

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

基本取扱方針) 

第６５条 （略） 第６６条 （略） 

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

具体的取扱方針) 

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

具体的取扱方針) 

第６６条 （略） 第６７条 （略） 

(介護等) (介護等) 

第６７条 （略） 第６８条 （略） 

(社会生活上の便宜の提供等) (社会生活上の便宜の提供等) 

第６８条 （略） 第６９条 （略） 

(基本方針) (基本方針) 

第６９条 （略） 第７０条 （略） 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第７０条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業を行う者(以下「指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者」

という。)が当該事業を行う事業所(以下

「指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所」という。)ごとに置くべき指定

介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たる従業者(以下「介護従業者」と

いう。)の員数は、当該事業所を構成する

共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時

間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供に当たる介護

従業者を、常勤換算方法で、当該共同生

活住居の利用者(当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者が指定認知症

対応型共同生活介護事業者(指定地域密着

型サービス基準条例第１１０条第１項に

規定する指定認知症対応型共同生活介護

第７１条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業を行う者(以下「指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者」

という。)が当該事業を行う事業所(以下

「指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所」という。)ごとに置くべき指定

介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たる従業者(以下「介護従業者」と

いう。)の員数は、当該事業所を構成する

共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時

間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供に当たる介護

従業者を、常勤換算方法で、当該共同生

活住居の利用者(当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者が指定認知症

対応型共同生活介護事業者(指定地域密着

型サービス基準条例第１１０条第１項に

規定する指定認知症対応型共同生活介護
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事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の事業と指定認知症対応

型共同生活介護(指定地域密着型サービス

基準条例第１０９条に規定する指定認知

症対応型共同生活介護をいう。以下同

じ。)の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定介護予防認知症

対応型共同生活介護又は指定認知症対応

型共同生活介護の利用者。以下この条及

び第７３条において同じ。)の数が３又は

その端数を増すごとに１以上とするほ

か、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以

上の介護従業者に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。以下この項におい

て同じ。)を行わせるために必要な数以上

とする。ただし、当該指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所の有する共

同生活住居の数が３である場合におい

て、当該共同生活住居が全て同一の階に

おいて隣接し、介護従業者が円滑な利用

者の状況把握及び速やかな対応を行うこ

とが可能な構造である場合であって、当

該指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者による安全対策が講じられ、利

用者の安全性が確保されていると認めら

れるときは、夜間及び深夜の時間帯に指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所ごとに置くべき介護従業者の員数

は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以

上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を

行わせるために必要な数以上とすること

ができる。 

事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の事業と指定認知症対応

型共同生活介護(指定地域密着型サービス

基準条例第１０９条に規定する指定認知

症対応型共同生活介護をいう。以下同

じ。)の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定介護予防認知症

対応型共同生活介護又は指定認知症対応

型共同生活介護の利用者。以下この条及

び第７４条において同じ。)の数が３又は

その端数を増すごとに１以上とするほ

か、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以

上の介護従業者に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。)を行わせるため

に必要な数以上とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、共同生活住居ごとに、保健
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共同生活介護事業所ごとに、保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用に係る計

画の作成に関し知識及び経験を有する者

であって介護予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成を担当させるのに適当と

認められるものを専らその職務に従事す

る計画作成担当者としなければならな

い。ただし、当該計画作成者は、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所

における他の職務に従事することができ

るものとする。 

医療サービス又は福祉サービスの利用に

係る計画の作成に関し知識及び経験を有

する者であって介護予防認知症対応型共

同生活介護計画の作成を担当させるのに

適当と認められるものを専らその職務に

従事する計画作成担当者としなければな

らない。ただし、当該計画作成者は、利

用者の処遇に支障がない場合は、当該共

同生活住居における他の職務に従事する

ことができるものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所(指定介護予防認知症対応

型共同生活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

験を有する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者により設置される当該

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所以外の指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所であって当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所

に対して指定介護予防認知症対応型共同

生活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るも

のをいう。以下同じ。)については、介護

支援専門員である計画作成担当者に代え

て、第６項の別に厚生労働大臣が定める

研修を修了している者を置くことができ

る。 

１０ （略） ９ （略） 

１１ 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者が指定認知症対応型共同生活

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

１０ 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者が指定認知症対応型共同生活

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、
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指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業と指定認知症対応型共同生活介護

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ついては、指定

地域密着型サービス基準条例第１１０条

第１項から第１０項までに規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前

各項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。 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業と指定認知症対応型共同生活介護

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ついては、指定

地域密着型サービス基準条例第１１０条

第１項から第９項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前各

項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。 

(管理者) (管理者) 

第７１条 （略） 第７２条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生

活住居の管理上支障がない場合は、サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所における共同生活住居の

管理者は、本体事業所における共同生活

住居の管理者をもって充てることができ

る。 

３ （略） ２ （略） 

(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) 

(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) 

第７２条 （略） 第７３条 （略） 

(設備) (設備) 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所は、共同生活住居を有す

るものとし、その数は１以上３以下(サテ

ライト型指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所にあっては、１又は２)と

する。 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所は、共同生活住居を有す

るものとし、その数は１又は２とする。

ただし、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所に係る用地の確保が困難

であることその他地域の実情により指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所の効率的運営に必要と認められる場合

は、１の事業所における共同生活住居の

数を３とすることができる。 

２ 共同生活住居は、その入居定員(当該共

同生活住居において同時に指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をい

２ 共同生活住居は、その入居定員(当該共

同生活住居において同時に指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をい
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う。第８１条において同じ。)を５人以上

９人以下とし、居室、居間、食堂、台

所、浴室、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備その他利用者が日常生

活を営む上で必要な設備を設けるものと

する。 

う。第８２条において同じ。)を５人以上

９人以下とし、居室、居間、食堂、台

所、浴室、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備その他利用者が日常生

活を営む上で必要な設備を設けるものと

する。 

３～７ （略） ３～７ （略） 

(入退居) (入退居) 

第７４条 （略） 第７５条 （略） 

(サービスの提供の記録) (サービスの提供の記録) 

第７５条 （略） 第７６条 （略） 

(利用料等の受領) (利用料等の受領) 

第７６条 （略） 第７７条 （略） 

(身体的拘束等の禁止) (身体的拘束等の禁止) 

第７７条 （略） 第７８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。 

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。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとす

る。)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。 

(1) 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。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(管理者による管理) (管理者による管理) 

第７８条 共同生活住居の管理者は、同時

に介護保険施設、指定居宅サービス、指

定地域密着型サービス、指定介護予防サ

ービス若しくは地域密着型介護予防サー

ビス(サテライト型指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所の場合は、本体

事業所が提供する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を除く。)の事業を行う

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時

に介護保険施設、指定居宅サービス、指

定地域密着型サービス、指定介護予防サ

ービス若しくは地域密着型介護予防サー

ビスの事業を行う事業所、病院、診療所

又は社会福祉施設を管理する者であって

はならない。ただし、これらの事業所、

施設等が同一敷地内にあること等により
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事業所、病院、診療所又は社会福祉施設

を管理する者であってはならない。ただ

し、これらの事業所、施設等が同一敷地

内にあること等により当該共同生活住居

の管理上支障がない場合は、この限りで

ない。 

当該共同生活住居の管理上支障がない場

合は、この限りでない。 

(運営規程) (運営規程) 

第７９条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者は、共同生活住居ごと

に、次に掲げる事業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。 

第８０条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者は、共同生活住居ごと

に、次に掲げる事業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。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事 

 項 

(8) （略） (7) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第８０条 （略） 第８１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、介護従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。その際、当該指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者は、全

ての介護従業者(看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する者を除く。)

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、介護従業者の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、適切な指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超え
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たものにより介護従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

(定員の遵守) (定員の遵守) 

第８１条 （略） 第８２条 （略） 

(協力医療機関等) (協力医療機関等) 

第８２条 （略） 第８３条 （略） 

(介護予防支援事業者に対する利益供与等

の禁止) 

(介護予防支援事業者に対する利益供与等

の禁止) 

第８３条 （略） 第８４条 （略） 

(記録の整備) (記録の整備) 

第８４条 （略） 第８５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、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第７５条第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(2) 第７６条第２項に規定する提供した

具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第７７条第２項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

(3) 第７８条第２項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

(4)～(7) （略） (4)～(7) （略） 

(準用) (準用) 

第８５条 第１１条、第１２条、第１４

条、第１５条、第２３条、第２４条、第

２６条、第２８条の２、第３１条から第

３４条まで、第３６条から第３９条まで

(第３７条第４項及び第３９条第５項を除

く。)、第５６条、第５８条の２及び第６

０条の規定は、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の事業について準用す

第８６条 第１１条、第１２条、第１４

条、第１５条、第２３条、第２４条、第

２６条、第３１条から第３４条まで、第

３６条、第３７条(第４項を除く。)、第

３８条、第３９条、第５６条、第５９条

及び第６１条の規定は、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の事業について

準用する。この場合において、第１１条
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る。この場合において、第１１条第１項

中「第２７条に規定する運営規程」とあ

るのは「第７９条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第２８条の２第

２項、第３１条第２項第１号及び第３

号、第３２条第１項並びに第３７条の２

第１号及び第３号中「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第２６条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第

３９条第１項中「介護予防認知症対応型

通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「介護予防認知症対応型共同生活

介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、第５６条中

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第５

８条の２中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業

者」と読み替えるものとする。 

第１項中「第２７条に規定する運営規

程」とあるのは「第８０条に規定する重

要事項に関する規程」と、「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第２６条第２項中

「この節」とあるのは「第４章第４節」

と、第３２条中「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第３９条第１項中「介護予防認

知症対応型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第５６条中「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と、第５９条中「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者」と読み替えるものとする。 

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の基本取扱方針) 

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の基本取扱方針) 

第８６条 （略） 第８７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、自らその提供する指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の質の評

価を行うとともに、定期的に次に掲げる

いずれかの評価を受けて、それらの結果

を公表し、常にその改善を図らなければ

ならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、自らその提供する指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の質の評

価を行うとともに、定期的に外部の者に

よる評価を受けて、それらの結果を公表

し、常にその改善を図らなければならな

い。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 前条において準用する第３９条第１

項に規定する運営推進会議における評

価 

３～５ （略） ３～５ （略） 

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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の具体的取扱方針) の具体的取扱方針) 

第８７条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の方針は、第６９条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるところによるも

のとする。 

第８８条 指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の方針は、第７０条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるところによるも

のとする。 

(1)～(11) （略） (1)～(11) （略） 

(介護等) (介護等) 

第８８条 （略） 第８９条 （略） 

(社会生活上の便宜の提供等) (社会生活上の便宜の提供等) 

第８９条 （略） 第９０条 （略） 

第５章 雑則 

(電磁的記録等) 

第９０条 指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面(書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において

同じ。)で行うことが規定されている又は

想定されるもの(第１４条第１項(第６４

条及び第８５条において準用する場合を

含む。)及び第７５条第１項並びに次項に

規定するものを除く。)については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業

者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾その他これらに類するもの(以下
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「交付等」という。)のうち、この条例の

規定において書面で行うことが規定され

ている又は想定されるものについては、

当該交付等の相手方の承諾を得て、書面

に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。)によること

ができる。 

附 則 附 則 

第３条 平成１８年改正令附則第５条の規

定により指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者とみなされた者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の事業

を行う事業所であって、指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

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(平成１８年厚生

労働省令第３６号。以下「基準省令」と

いう。)の施行の際現に２を超える共同生

活住居を有しているものは、当分の間、

第７３条第１項の規定にかかわらず、当

該共同生活住居を有することができる。 

第３条 平成１８年改正令附則第５条の規

定により指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者とみなされた者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の事業

を行う事業所であって、指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

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(平成１８年厚生

労働省令第３６号。以下「基準省令」と

いう。)の施行の際現に２を超える共同生

活住居を有しているものは、当分の間、

第７４条第１項の規定にかかわらず、当

該共同生活住居を有することができる。 

第４条 平成１８年改正令附則第５条の規

定により指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者とみなされた者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の事業

を行う事業所の共同生活住居であって、

基準省令の施行の日の前日において指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準の一部を改正する省令

(平成１１年厚生省令第９６号)附則第２

項の規定の適用を受けていたものについ

ては、第７３条第４項の規定は適用しな

い。 

第４条 平成１８年改正令附則第５条の規

定により指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者とみなされた者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の事業

を行う事業所の共同生活住居であって、

基準省令の施行の日の前日において指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準の一部を改正する省令

(平成１１年厚生省令第９６号)附則第２

項の規定の適用を受けていたものについ

ては、第７４条第４項の規定は適用しな

い。 
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【別記1】 

改正後 

当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のいずれ

かが併設されている場合 

指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設、指定

介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、指定介護療養

型医療施設(医療法(昭和２

３年法律第２０５号)第７

条第２項第４号に規定する

療養病床を有する診療所で

あるものに限る。)又は介

護医療院 

介護職員 

当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に掲げる施

設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業を

行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、指定地域密着型

通所介護事業所又は指定認

知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師 
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改正前 

当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のいずれ

かが併設されている場合 

指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設、指定

介護療養型医療施設(医療

法(昭和２３年法律第２０

５号)第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有す

る診療所であるものに限

る。)又は介護医療院 

介護職員 

当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に掲げる施

設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業を

行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、指定認知症対応

型通所介護事業所、指定介

護老人福祉施設又は介護老

人保健施設 

看護師又は准看護師 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

   坂祝町環境保全条例の制定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町

環境保全条例を制定するものとする。 

  令和３年３月９日 提出

                        坂祝町長 柴 山 佳 也

   提案理由 

 自然環境保全法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律を基に、坂祝町におけ

る環境保全等のための対策に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者それぞ

れの責務を明らかにするとともに、環境保全に関する施策の基本的な事項を定め

ることにより、良好な環境を将来にわたって確保することを目的に条例を制定す

るものです。 
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   坂祝町環境保全条例（案） 

目次 

 第１章 総則 

  第１節 通則（第１条～第３条） 

  第２節 町の責務（第４条～第６条） 

  第３節 町民の責務（第７条・第８条） 

  第４節 事業者の責務（第９条～第１４条） 

  第５節 土地の管理に関する措置（第１５条～第１７条） 

 第２章 自然環境の保全 

  第１節 自然環境の保護及び適正な利用（第１８条・第１９条） 

  第２節 緑化の推進（第２０条～第２２条） 

  第３節 特定外来生物の防除（第２３条～第２７条） 

 第３章 生活環境の保全 

  第１節 不法投棄の規制（第２８条～第３２条） 

  第２節 空き缶等の散乱防止（第３３条～第３５条） 

  第３節 野外焼却の規制（第３６条～第３８条） 

  第４節 飼い犬及び飼い猫に関する措置（第３９条～第４５条） 

  第５節 その他良好な生活環境の保持（第４６条～第５６条） 

  第６節 広域的な環境の保全（第５７条） 

 第４章 歴史的文化的環境の保全及び育成（第５８条～第６０条） 

第５章 教育環境の保全（第６１条）  

 第６章 環境の保全に関する協定（第６２条） 

 第７章 雑則（第６３条～第６７条） 

 附則 

   第 1 章 総則 

    第 1 節 通則 

（目的） 

第 1 条 この条例は、現在及び将来の町民が、安全で快適な生活を営むため、名

勝木曽川をはじめとする自然環境の保全及び環境の適正な利用についての基本

理念を定め、町、町民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、環

境の保全に関する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、

その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたっ

て確保することを目的とする。 

（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。 

 (1) 自然環境 自然の生態系をめぐる土壌、大気、水及び動植物をいう。 

 (2) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財
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産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。 

 (3) 良好な環境 安全で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環

境をいう。 

 (4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の

保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

 (5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。 

 (6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号。以下「廃掃法」という。）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

 (7) 産業廃棄物 廃掃法第２条第４項に規定する廃棄物をいう。 

 (8) 所有者等 土地、建物、車両、自動販売機等を所有し、又は占有し、若し

くは管理する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は、現在及び将来の町民が安全で快適な生活を営むことがで

きる良好な環境が確保されるよう推進されなければならない。 

２ 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷が少ない持続的な循環型社

会が構築されるよう推進されなければならない。 

３ 環境の保全は、日常生活及び事業活動において、地域の環境はもとより、地

球環境にも配慮した自発的な取組により推進されなければならない。 

４ 環境の保全は、町、町民及び事業者との協働を大切にしつつ推進されなけれ

ばならない。 

第２節 町の責務 

（基本的責務） 

第４条 町長は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっと

り、町民の安全で快適な環境の確保と形成に関する施策を策定し、これを実施

するとともに、その実施について、町民及び事業者に対し助言、指導等必要な

措置を行うものとする。 

２ 町長は、前項の施策の実施に当たっては、総合的な行政の運営を図らなけれ

ばならない。 

（環境施設の整備） 

第５条 町長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地、下水道その他

の環境施設の整備に努めなければならない。 

（町民意識の啓発） 

第６条 町長は、環境に関する知識の普及を図り、町民の安全で快適な環境づく

りに関する意識を高めるため、必要な措置を講じなければならない。 

    第３節 町民の責務 

（基本的責務） 

第７条 町民は、基本理念にのっとり、常に良好な環境の確保及び環境への負荷

の低減に努めなければならない。 

２ 町民は、自主的に清掃活動を行うなど、地域の環境美化に努めるとともに、

町が実施する施策に協力するものとする。 
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（協力義務） 

第８条 町民は、町その他行政機関が実施する安全で快適な環境の確保に関する

施策に協力しなければならない。 

    第４節 事業者の責務 

（基本的責務） 

第９条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動によって良好な環境を害

しないよう、自らの責任と負担において必要な万全の措置を講ずるとともに、

緑化の推進及び環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活

動に努めるものとする。 

（監視義務） 

第１０条 事業者は、その事業に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常

時監視しなければならない。 

（協力義務） 

第１１条 事業者は、町その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施

策に協力しなければならない。 

 （産業廃棄物の処理） 

第１２条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を法令等に基づく方法等に

よって処理し、又は安全化することにより、当該産業廃棄物の廃棄等（他の者

に廃棄等を委託する場合を含む。）に伴って人の健康又は生活環境に被害を及

ぼさないようにしなければならない。 

（従業者への指導） 

第１３条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町そ

の他行政機関が実施する環境に関する施策について、その指導に努めなければ

ならない。 

（苦情又は紛争の解決） 

第１４条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、当該事業活動に係る苦情又

は紛争が生じたときは、説明会又は話合いの場を設けるなどして、自らの責任

と負担において、誠意をもって解決に当たらなければならない。 

    第５節 土地の管理に関する措置 

(土地の所有者等の責務) 

第１５条 土地（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第３項に規定

する市街化調整区域内の人家に隣接していない土地を除く。以下この節におい

て同じ。）の所有者等は、当該土地が危険な状態（雑草若しくは樹木が繁茂し、

廃棄物が投棄され、又は土地の所有者等の所有物、廃棄物等が堆積し、若しく

は散乱することにより、火災、犯罪、病害虫の発生その他周囲の生活環境に影

響を与え、又は与えるおそれのある状態をいう。）にならないよう、適正な管理

に努めなければならない。 

(改善勧告) 

第１６条 町長は、前条の規定に違反した土地の所有者等に対し、期限を定めて
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必要な改善を講ずるよう勧告することができる。 

(改善命令) 

第１７条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき

は、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。 

   第２章 自然環境の保全 

    第１節 景観の保全及び適正な利用 

 （景観の保全） 

第１８条 何人も飛騨木曽川水系、その他緑に囲まれた町域の自然環境の特性を

自覚して、その保護に関する認識を深めるものとする。 

２ 何人も自然環境を破壊し、又は汚損し、景観を損ねることのないよう適正な

利用に努めるものとする。 

 （動植物の保護） 

第１９条 何人も自然に生息し、環境を害しない動物又は生育する植物を、その

生息し、又は生息する自然環境とともに保護するよう努めるものとする。 

    第２節 緑化の推進 

（公共施設の緑化） 

第２０条 道路、学校、広場その他の公共施設の管理者は、その管理する公共施

設について、樹木を植栽する等その緑化に努めなければならない。 

 （工場等の敷地の緑化） 

第２１条 工場その他の事業所(事務所を含む。)の所有者又は管理者は、その敷

地内に樹木を植栽する等その緑化に努めなければならない。 

 （緑化の援助） 

第２２条 町長は、緑化を推進するため、花苗及び肥料等の供与、緑化の相談そ

の他必要な援助を行うものとする。 

    第３節 特定外来生物の防除 

（定義） 

第２３条 この節において「特定外来生物」とは、特定外来生物による生態系等

に係る被害の防止に関する法律（平成１６年法律第７８号）第２条第１項に規

定する特定外来生物を除き、町外から町内に導入されることによりその本来の

生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって、町内にその本来の生

息地又は生育地を有する生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被

害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものの個体（卵、種子その他規則で定め

るものを含み、生きているものに限る。）及びその器官（生きているものに限る。）

をいう。 

２ この節において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身

体又は農林水産業に係る被害をいう。 

（放出等の禁止） 

第２４条 何人も、正当な理由がなく特定外来生物を町の区域内に放出、放流、

植栽又は播種（以下「放出等」という。）をしてはならない。ただし、次条第１

項の規定による防除に係る放出等をする場合にあっては、この限りでない。 
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 （特定外来生物の防除） 

第２５条 町長は、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、

その防除を行うものとする。 

２ 町長は、前項の規定による防除をするためには、あらかじめ、県の意見を聴

かなければならない。 

（助成） 

第２６条 町長は、特定外来生物を防除するために必要と認めたときは、別に定

めるところにより助成することができる。 

（民間団体等の協力） 

第２７条 町長は、特定外来生物に関心のある町民が組織する民間団体等の協力

を求めることができる。 

   第３章 生活環境の保全 

    第１節 不法投棄の規制 

（定義） 

第２８条 この節において、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。 

 (1) ごみ 第２条第６号に規定する廃棄物をいう。 

 (2) 不法投棄 ごみを公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所にみ

だりに捨て良好な環境を損ねることをいう。 

（不法投棄の禁止） 

第２９条 何人も、公共の場所及び自己若しくは他人が所有し、又は管理する場

所に、ごみを不法投棄してはならない。 

２ 町民等は、家庭外で自ら生じさせたごみは持ち帰り、ごみを錯乱させないよ

うにするものとする。 

（不法投棄されたごみ等の調査等） 

第３０条 町長は、不法投棄されたごみ等について、不法投棄した者(以下「不法

投棄者」という。)を確認するため、その状況を調査することができる。 

２ 町長は、前項の規定による調査の結果を町を管轄する警察署長に通報するこ

とができる。 

（原状回復命令等） 

第３１条 町長は、前条第 1 項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認した

ときは、当該不法投棄者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命

ずることができる。 

 （土地の所有者等の措置） 

第３２条 第３０条第１項の規定による調査の結果、不法投棄者が判明しない場

合には、不法投棄された土地の所有者又は管理者は、関係法令に基づき適正な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

    第２節 空き缶等の散乱防止 

 (定義) 
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第３３条 この節において、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。 

 (1) 自動販売機 飲料を販売目的とした貨幣等を投入口へ投入することによ

り物品が自動的に出る装置をいう。 

 (2) 空き缶等 飲料を販売するために収納していた缶、ビン及びプラスチッ

ク製容器をいう。 

 (自動販売機管理者の責務) 

第３４条 自動販売機の所有者等は、飲料の空き缶等を回収するための容器(以

下「回収容器」という。)を自動販売機の周辺に設置しなければならない。ただ

し、次に定める自動販売機についてはこの限りではない。 

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用し

ないもの 

 (2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する

者がいる場合のもの 

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、そ

の周辺に空き缶等が散乱しないように努めなければならない。 

(自動販売機利用者の責務) 

第３５条 何人も、自動販売機を利用することにより生じた空き缶等を持ち帰り、

又は自動販売機の周辺に設置してある回収容器に投入しなければならない。 

    第３節 野外焼却の規制 

（燃焼行為の制限） 

第３６条 何人も、燃焼に伴いばい煙、有毒ガス又は悪臭を著しく発生するおそ

れのあるものを屋外において燃焼させてはならない。ただし、廃掃法第１６条

の２各号に掲げる廃棄物の焼却その他適切な処理の方法により燃焼させる場合

は、この限りでない。 

（野外焼却の防止） 

第３７条 町長は、町の区域内において野外焼却（屋外において廃棄物を焼却す

ることをいう。以下同じ。）の防止に関する啓発及び普及並びに監視に努めなけ

ればならない。 

 （協力義務） 

第３８条 何人も、野外焼却の防止に関して、町長が行う施策に積極的に協力し

なければならない。 

    第４節 飼い犬及び飼い猫に関する措置 

（定義） 

第３９条 この節において、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。 

(1) 飼い主 飼い犬及び飼い猫を所有又は占有し、飼養管理している者をい

う。 

 (2) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。 

 (3) 飼い猫 飼育管理されている猫をいう。 
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 (4) 野良猫 飼い主がいない猫をいう。 

 (5) ふん害等 飼い犬及び飼い猫のふん又は尿により道路、公園、河川敷その

他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が

汚されることにより町民の生活環境が損なわれることをいう。 

（啓発及び周知） 

第４０条 町長は、次に掲げる責務を有する。 

(1) 飼い犬及び飼い猫のふん害等の防止等適正な取扱いに関する啓発及び周

知に努めること。 

(2) 野良猫の繁殖制限に関する事業への支援を行うよう努めること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、必要な施策を実施すること。 

（犬の飼い主の遵守事項） 

第４１条 犬の飼い主は、飼い犬の飼育に当たっては、飼い犬の本能及び習性等

を理解し、しつけを適正な方法で行うとともに、飼い犬を公共の場所等で運動

させる場合は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 (1) 綱、鎖等でつなぎ、原則として飼い犬を制御することができる者が運動を

行うこと。 

 (2) 飼い犬のふん又は尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所

等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。 

（猫の飼い主の遵守事項） 

第４２条 猫の飼い主は、その飼い猫を適正に飼育することにより、人の生命、

身体若しくは財産に害を与え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に

迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。 

２ 猫の飼い主は、その飼い猫を屋内において飼育するよう努めなければならな

い。 

３ 猫の飼い主は、その飼い猫の終生飼育に努めるとともに、これを飼育できな

くなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなけ

ればならない。 

４ 猫の飼い主は、その所有する飼い猫がみだりに繁殖して飼い猫に適正な飼育

を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、

その繁殖を防止するため、不妊去勢手術その他の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

５ 猫の飼い主は、その所有する猫が自己の所有に係るものであることを明らか

にするため、幼齢、老齢、疾病その他の特別な事情がある場合を除き、名札若

しくは首輪の装着その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （災害への備え） 

第４３条 飼い主は、大規模災害の発生を想定し、その所有する飼い犬及び飼い

猫に係る避難先の確認及び確保を行うとともに、日頃から災害発生時に必要な

物資の備蓄、ケージによる飼育の習慣化等に努めなければならない。 

（町民等の役割） 
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第４４条 町民等は、第４１条及び第４２条に規定する遵守事項に違反している

当該飼い主に対し、環境保全等のため、必要な限度において注意又は助言をす

ることができる。 

２ 前項の規定による注意又は助言を受けた飼い主は、その内容に配慮し、飼い

犬及び飼い猫のふん害等の防止に努めなければならない。 

３ 町民等は、野良猫に対して給餌等を行わないよう努めなければならない。 

（指導） 

第４５条 町長は、飼い主が第４１条及び第４２条に規定する遵守事項に違反し

ていると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な措置を指導することができ

る。 

    第５節 その他良好な生活環境の保持 

（公共の場所の清潔の保持） 

第４６条 何人も、道路、河川、公園、広場、池、水路その他公共の場所の清潔

の保持に努めなければならない。 

 （定義） 

第４７条 この節において、「悪臭」とは、町民の生活環境を損なうおそれのある

不快な臭いをいう。 

（悪臭の発生の防止） 

第４８条 何人も、法令又は県条例に定めるものを除くほか、工場その他の事業

場における活動に伴って発生する悪臭を敷地の外へ排出してはならない。 

（生活騒音の防止） 

第４９条 町民は、居住の用に供する地域の静穏の保持のために、規則で定める

生活騒音（日常の生活活動に伴って発生する騒音（事業者の活動に伴って発生

する騒音を除く。）をいう。）に係る規制基準を順守しなければならない。 

２ 何人も、夜間（午後１０時から翌日の午前６時までの間をいう。）においては、

みだりに近隣の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。 

（粉じんの飛散の防止） 

第５０条 事業者（大気汚染防止法（昭和４３年法律第８７号）第２条第９項に

規定する一般粉じん発生施設を設置しようとする、又は設置した事業者を除く。）

は、粉じんを飛散させ生活環境を損なうことのないよう、措置を講じなければ

ならない。 

（開発行為等における配慮） 

第５１条 何人も、宅地の造成又は土砂等の採取その他の開発行為を行うにあた

っては、損なわれる自然環境を最少限にとどめるように努めるとともに、自然

環境が損なわれた場合は、その回復を図るように努めなければならない。 

 （土砂等の流出の防止） 

第５２条 事業者は、埋立て等による土砂等の流出により、町が所有し、又は管

理する場所を著しく汚濁し、又は汚損してはならない。 

 （排水の処理） 

第５３条 家庭排水を排出する者は、これを衛生的に管理し、公共水路等を汚染
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することがないよう努めなければならない。 

 （家畜等飼育施設の維持管理） 

第５４条 家畜等を飼育する者は、汚物及び汚水の処理施設を設け、これを衛生

的に維持管理し、悪臭の発散並びに汚物及び汚水の流出防止に努めなければな

らない。 

（その他周辺の生活環境を阻害すると認められる行為） 

第５５条 何人も、法令又は県条例に特別の定めがあるもののほか、周辺の生活

環境を阻害しないよう配慮しなければならない。 

 （違反者に対する勧告等） 

第５６条 町長は、第４８条、第４９条、第５０条、第５１条、第５２条、第５

３条及び第５４条の規定のいずれかに違反した者があった場合において、その

行為が人の健康又は良好な生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれ

があると認めるときは、当該違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告

し、又は命ずることができる。 

    第６節 広域的な環境の保全 

（広域的な環境の保全の促進） 

第５７条 町長は、本町及び近隣の市町村に及ぶ公害その他の環境侵害が発生し

たとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、関係行政機関と連携を密

にして、広域的な環境の保全の対策を講じるように努めなければならない。 

   第４章 歴史的文化的環境の保全及び育成 

 (歴史的文化的環境の保全) 

第５８条 何人も法令の規定に基づく指定を受けた文化財の歴史的文化的個性及

び特質を失わないよう、その歴史的文化的環境の保全に努めるものとする。 

(歴史的文化的環境の育成) 

第５９条 町長及び教育委員会は、由緒ある歴史的文化的遺産等を保存し、又は

活用に努め、町民に親しまれる文化的な環境を育成するため、必要な措置を講

ずるものとする。 

 (指導及び勧告) 

第６０条 教育委員会は、歴史的文化的環境を損なう者に対し、必要な措置をと

ることを指導し、又は勧告することができるものとする。 

   第５章 教育環境の保全 

（教育環境の保護育成） 

第６１条 何人も、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第 1 条に規定する学

校又は社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２１条に規定する公民館そ

の他の教育施設の周囲で、みだりに教育環境を阻害するような行為をしてはな

らない。 

２ 町長及び教育委員会は、園児、児童及び生徒の健康と安全を増進し、豊かな

人間性を養うため、教育環境の保全に努めなければならない。 

   第６章 環境の保全に関する協定 

（協定の締結） 
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第６２条 町長は、町民の健康を守り良好な環境を保全するために必要があると

認めるときは、良好な環境を阻害する、若しくは阻害するおそれのある事業を

行う事業者と環境の保全に関する協定（以下「協定」という。）を締結するよう

に努めなければならない。 

２ 町長は、協定を締結しようとするときは、関係住民（企業を含む。）の意見を

聴くものとする。 

３ 事業者は、町長が協定の締結について協議を求めたときは、これに応じなけ

ればならない。 

第７章 雑則 

（協力及び要請） 

第６３条 町長は、この条例の施行に関し、良好な環境のために必要があると認

めるときは、関係機関の長、事業者、関係団体又は関係人に必要な協力を要請

することができる。 

（立入調査） 

第６４条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業所又は土地に町

の職員を立ち入らせ、帳簿書類、施設その他の物件の調査及び関係者に対する

指示又は指導を行わせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う職員は、坂祝町職員の服務規程（昭和５６

年訓令第４号）第４条第１項に規定する職員証を携帯し、関係者の請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。 

３ 第 1 項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（報告の徴収） 

第６５条 町長は、公害その他の環境侵害を発生させ、又は発生させるおそれが

ある者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 

（公表） 

第６６条 町長は、正当な理由がなく第３１条の規定による原状回復命令等に従

わなかった者又は第１６条及び第５６条若しくは第６０条の規定による改善勧

告等に従わなかった者について、その事実を公表することができる。 

２ 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る関係人に意見を

述べる機会を事前に与えなければならない。 

（委任） 

第６７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（坂祝町ポイ捨て等防止条例の廃止） 

２ 坂祝町ポイ捨て等防止条例（平成２３年条例第８号）は、廃止する。 
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議案第１８号

   令和２年度坂祝町一般会計補正予算（第８号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和２年

度坂祝町一般会計補正予算（第８号）を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第１９号

   令和２年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和２年

度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２０号

   令和２年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和２年

度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２１号

令和３年度坂祝町一般会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令

和３年度坂祝町一般会計予算を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                       坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２２号

令和３年度坂祝町国民健康保険特別会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令

和３年度坂祝町国民健康保険特別会計予算を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                       坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２３号

令和３年度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令

和３年度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                       坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２４号

令和３年度坂祝町介護保険特別会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令

和３年度坂祝町介護保険特別会計予算を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                       坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２５号

令和３年度坂祝町水道事業会計予算について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、

令和３年度坂祝町水道事業会計予算を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                       坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２６号

令和３年度坂祝町下水道事業会計予算について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、

令和３年度坂祝町下水道事業会計予算を提出するものとする。

  令和３年３月９日 提出

                       坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２７号

   坂祝町第７次総合計画について

 坂祝町議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年条例第４号）第２条第３号の

規定により、坂祝町第７次総合計画の策定について議会の議決を求める。

  令和３年３月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第２８号 

   工事請負変更契約の締結について 

 下記のとおり工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び坂祝町議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年坂祝町条例第３号）第

２条の規定により議会の議決を求める。 

  令和３年３月９日 提出 

坂祝町長 柴 山 佳 也 

記 

１．契約の目的   道新第２－１号 

          寺東線道路改良工事 

２．契 約 金 額   当初    ８８，０００，０００円 

          変更    ９５，８０２，３００円 

          増減額    ７，８０２，３００円増 

３．契約の相手方  株式会社栗山組 

           加茂郡坂祝町酒倉２００８ 
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議案第２９号 

   町道の路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を経て次

の路線を認定するものとする。 

  令和３年３月９日 提出 

坂祝町長 柴 山 佳 也 

整理番号 路 線 名 起 点 ・ 終 点 重要な経過地 

2038 取組 38 号線 
加茂郡坂祝町取組字宮西 663 番 1 地先から  

加茂郡坂祝町取組字宮西 657 番 1 地先まで 
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