護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定

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

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

した指定都市の市長に通知しなければならない。

【適用除外】

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護

老人保健施設若しくは指定介護療養型施設の開設者が第四項の規定によ

る命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護

支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若し

くは指定介護療養型施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り

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

であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした指定都

期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定を取り消し、又は

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

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

市の市長に通知しなければならない。

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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替

後

（施設介護サービス費の支給）

読

替

前

（傍線部分は読み替え部分、波線部分は当然読み替え部分）

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

読
（施設介護サービス費の支給）

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

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

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

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

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

三 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療養

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

三 中核市の市長が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療養

型医療施設」という。）により行われる介護療養施設サービス（以下

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

型医療施設」という。）により行われる介護療養施設サービス（以下

「指定介護療養施設サービス」という。）
２～８ （略）

「指定介護療養施設サービス」という。）
２～８ （略）

第百七条 （略）

（指定介護療養型医療施設の指定）

第百七条 （略）

２ （略）

（指定介護療養型医療施設の指定）
２ （略）

病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三

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

の日をいう。）までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定

ころにより中核市の市長が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めると

百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

る検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定によ

一～六 （略）

号の指定をしてはならない。

指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該

の日をいう。）までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定

ころにより都道府県知事が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めると

百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

る検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定によ

一～六 （略）

号の指定をしてはならない。

七～十 （略）

指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七～十 （略）

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

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

ているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることに

定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達し

県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指

養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

都道府県が定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の療

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

ているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることに

定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達し

県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指

養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

都道府県が定める区域とする。）における指定介護療養型医療施設の療

る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号

の指定をしないことができる。

る施設の所在地を含む区域（第百十八条第二項第一号の規定により当該

の指定をしないことができる。

５ 都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするとき

は、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の

期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村

介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならな
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い。

護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業員を有

しなければならない。

護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業員を有

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

に関する基準は、都道府県の条例で定める。

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

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

いては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項

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

一～三 （略）

（変更の届出）

４～６ （略）

一～三 （略）
４～６ （略）
（変更の届出）

ばならない。

るところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出なけれ

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定め

（報告等）

ならない。

るところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定め

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

（報告等）

設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは診療録その他の帳

しくは管理者、医師その他の従業者であった者（以下この項において「

、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若

簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若

設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは診療録その他の帳

くは管理者、医師その他の従業者であった者（以下この項において「開

指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若し

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

簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若

しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し

第百十二条

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

護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指

出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介

しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若

護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指

出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介

（勧告、命令等）

２ （略）

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

べきことを勧告することができる。

の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設

一～三 （略）

べきことを勧告することができる。

の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとる

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設

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

一～三 （略）

わなかったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従

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

ったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定め

療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定め

療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

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

て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

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

すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の

護療養型医療施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

都道府県知事に通知しなければならない。

すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の

護療養型医療施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

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

中核市の市長に通知しなければならない。
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（指定の取消し等）

（指定の取消し等）

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

ては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指

従事する従業者の人員について、第百十条第一項の都道府県の条例で

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

ては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指

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

従事する従業者の人員について、第百十条第一項の中核市の条例で定

定める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十三 （略）

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

いて、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設につ

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

い。

定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならな

い。

（公示）

定介護療養型医療施設の所在地の中核市の市長に通知しなければならな

（公示）
医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在

地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在

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

一～三 （略）

に、これを公示しなければならない。
一～三 （略）

第百十五条の三十五 （略）

（介護サービス情報の報告及び公表）

第百十五条の三十五 （略）

２～４ （略）

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

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

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

した中核市の市長に通知しなければならない。

【適用除外】

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護

老人保健施設若しくは指定介護療養型施設の開設者が第四項の規定によ

る命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護

支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若し

くは指定介護療養型施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り

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

であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした中核市

期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定を取り消し、又は

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

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

の市長に通知しなければならない。

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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