に

よ

る

読

替

後

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第七十八条の九 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の

令

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

政

第七十八条の九 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サ

（勧告、命令等）

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サ

ービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置

（勧告、命令等）

ービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置

第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付

２～４ （略）

二～四 （略）

された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

一

をとるべきことを勧告することができる。

第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項

をとるべきことを勧告することができる。
一

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

いては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第七十八条の十四

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお

一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しく

いては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお

（指定の取消し等）

第一項に規定する公募指定を取り消し、又は期間を定めて当該公募指

は一部の効力を停止することができる。

（指定の取消し等）

定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一

、第九号（第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の

いて準用する第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで

るものであるときを除く。）、第十一号（第五号の三に該当する者

ものであるときを除く。）、第十号（第五号の三に該当する者のあ

の二から第五号の二まで、第九号（第五号の三に該当する者のある

指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号

一 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の十四第三項にお

二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。）
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又は第十一号（第七十八条の十四第三項において準用する第七十八

るときを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。

であるときを除く。）又は第十二号（第五号の三に該当する者であ

三

指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定

から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号

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

指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の十四第三項にお

かに該当するに至ったとき。

いて準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三のいずれ

二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の十四第三項にお

三

により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認めら
（略）

いて準用する第七十八条の二第八項の規定により公募指定を行うに

（公示）

四～十五

れるとき。

（略）

当たって付された条件に違反したと認められるとき。
四～十五
（公示）
指定地域密着型サービス事業者の名称、当該公募指定に係る事業所の

地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとと

指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該

所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出る

もに、これを公示しなければならない。

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

とともに、これを公示しなければならない。

一

第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。

一

二 第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったと

第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をしたとき。

二 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の

三 （略）

き。

（略）

四 前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、

五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
三

第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条の規定に

又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

四

より第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を取り消し、又は
当該公募指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
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令

に

よ

る

読

替

後

第七十八条の二 （略）

替

前

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

読

着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所

を含む。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密

を除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号まで

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

六 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

一～五の三

ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日か

着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所

を除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号まで

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

六 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

一～五の三

（傍線の部分は読替部分）

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

政
（指定地域密着型サービス事業者の指定）
第七十八条の二 （略）

者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日か

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

（略）

ら起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

２・３

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

（略）

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

２・３

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

いては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で

４ （略）

み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合にお

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

４ （略）

いては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で

む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

（略）

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

（略）

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

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

六の二 （略）

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

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規

く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除き、第七十

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域

サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型

定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

六の三

状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除き、第七

止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を

決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃

よる通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

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

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条

項において同じ。）の規定による事業の廃止の届出をした者（当該

規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六

。

又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき

該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出

除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当

当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から

く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所（

退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除

の理由があるものを除く。）の管理者であった者又は当該指定の辞

は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当

業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しく

者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事

七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請

及び第六項において同じ。）の規定による事業の廃止の届出又は第

の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項（第七十八条

日から起算して五年を経過しないものであるとき。

ものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の

係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由がある

当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に

った者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相

事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であ

除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該

届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を

った場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該

事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があ

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による

起算して五年を経過しないものであるとき。

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

は、第一号の二、第一号の三、第三号の二及び第三号の四を除く。）

又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあって

６ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院

５ （略）

のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をし

は、第一号の二、第一号の三、第三号の二及び第三号の四を除く。）

又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあって

６ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院

５ （略）

八～十二 （略）

のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をし

ないことができる。

八～十二 （略）

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

該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を

症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

次号を除き、以下この項において同じ。）の規定により指定（認知

第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号まで（

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定

る通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当

おいては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ

年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合に

係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五

入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設

定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの

生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算

通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当

一

して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）である

申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十

とき。

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者

合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定

て五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場

護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算し

施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

での規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十第二号から第五号ま

居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

一の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者

合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定

て五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場

護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算し

施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

での規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十第二号から第五号ま

居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

一の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

一

日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該

指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、

して五年を経過しないものを含む。）であるとき。

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

当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者
あるとき。

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）で

当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

あるとき。
一の三

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除

く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定

一の三
く。）が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定

を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない

二 申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指

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

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

とき。

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があ

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

とき 。

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われ

での間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をし

二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われ

た日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十

での間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をし

た日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十

の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

た者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は

（第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む

することが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより

た者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は

。）の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決

市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定

第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退

定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところに

の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退

より市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に

七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞

特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間

事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条

について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞

に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（

の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相

退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十

当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から

退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

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

起算して五年を経過しないものであるとき。

該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で

を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当

該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

あった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当

る事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退が

あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について

該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で

を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当

該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

あった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当

る事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退が

第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定によ

あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について

相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退

二の三

相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退

に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があ

第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定によ

に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があ

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退

二の三

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退

の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三～四 （略）
（略）

二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十

れる場合を含む。）の規定による所在地市町村長による第四十二条の

項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規

において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一

第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二

７～

二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第

定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定によ

21

の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三～四 （略）
（略）

一項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の

り受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一

７～

規定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定に

11

一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二

10

より受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第

第七十八条の十（第七十八条の十七の規定により読み替えて適用さ

10

11

◎参考

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

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

第七十八条の五

後

第七十八条の五 （略）

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（

替

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を廃止

読

公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に

し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

（変更の届出等）

限る。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省

り、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け

（変更の届出等）

令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月以上前の日で

出なければならない。

（略）

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

読

替

前

（傍線の部分は読替部分）

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

替

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

読
（指定地域密着型サービス事業者の指定）

（略）

第七十八条の二 （略）
２～８

第七十八条の二 （略）
（略）

いて「被申請市町村長」という。）と所在地市町村長（第百十五条の

規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意がある

村長」という。）と所在地市町村長との協議により、第四項第四号の

第一項の申請を受けた市町村長（以下この条において「被申請市町

十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。）と

ときは、同号の規定は適用しない。

第百十五条の十二第一項の申請を受けた市町村長（以下この条にお ９

２～８
９

の協議により、同号の規定による同意を要しないことについて所在地

二項第四号の規定が適用されない場合であって、同条第一項の申請に

ものに限る。）について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各

、第一項の申請に係る事業所（所在地市町村長の管轄する区域にある

当該指定がされた時

被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス

二 所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされて
いるとき

事業を行う者から第一項の申請を受けた時

23

市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。

係る事業所（所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。）に

号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十

前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって

ついて、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、

二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。

第百十五条の十二第七項において準用する前項の規定により同条第

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

二 所在地市町村長による第五十四条の二第一項本文の指定がされて
いるとき

サービス事業を行う者から第百十五条の十二第一項の申請を受けた
時

所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき

10
一

10

する前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による

二第一項本文の指定の失効は、第百十五条の十二第七項において準用

十一において準用する第七十条の二第一項の規定による第五十四条の

二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第百十五条の二

り受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一

定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定によ

項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規

において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一

第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二

第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二

第五十四条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとす

項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

第百十五条の十九の規定による所在地市町村長による第五十四条の

る。
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11

11

替

後

読

替

（保険料率の算定に関する基準）

◎介護保険法施行令附則第十四条第二項による同令第三十八条第一項の読替え

読
（保険料率の算定に関する基準）

前

（傍線の部分は読替部分）

における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日

各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ

における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日

各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規

各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ

き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保

第三十八条

き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保

険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が

の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料

が課されていない者（次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第

の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税

その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料

号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの

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

険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が

次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定す

次のいずれかに該当する者 四分の二

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

一

次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定す
四分の二

る割合）を乗じて得た額であることとする。

次のいずれかに該当する者

る割合）を乗じて得た額であることとする。
一

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれか

が課されていない者（次号イ及び第三号イ並びに次条第一項第

一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

一号イ、第二号イ及び第三号イにおいて「市町村民税世帯非課

税者」という。）

に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

税者」という。）

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

態となるもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

(1)

(2)

(1)

(2)

四号ロ若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に

なるもの（イ（

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 被保護者

に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。）

なるもの（イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ、第三号ロ、第

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

ハ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

ロ 被保護者

規定する第一号被保険者を除く。）

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期

イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であ

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（前号イ（

り、かつ、前号に該当しない者

なるもの（前号イ（ に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

又は第五号ロに該当する者を除く。）

る第一号被保険者を除く。）

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しない者

なるもの（第一号イ（

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第五

なるもの（第一号イ（

号ロに該当する者を除く。）

に係る部分を除く。）、次号ロ又は第五

号ロに該当する者を除く。）

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

次のいずれかに該当する者 四分の三

(1)

の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態と

次のいずれかに該当する者 四分の三

に係る部分を除く。）、次号ロ、第四号ロ

若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定す
三

二 次のいずれかに該当する者 四分の二

(1)

り、かつ、前号に該当しない者

二 次のいずれかに該当する者 四分の二

三

(1)

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

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

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

四 次のいずれかに該当する者 四分の四

(1)

市町村民税が課されていない者であり、かつ、前三号のいずれに

四 次のいずれかに該当する者 四分の四

(1)
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