ろにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届

老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。

らかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護

４ （略）

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

（廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加）

６ （略）

老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。

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

ようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省

ー、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止し

る事項を都道府県知事に届け出なければならない。

るときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定め

短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとす

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

令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは

別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、

少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項

定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減

ームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所

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

入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令

を都道府県知事に届け出なければならない。

（報告の徴収等）

３・４ （略）

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

設置者（都道府県を除く。）に対して、必要と認める事項の報告を求め

サービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの

は、老人居宅生活支援事業を行う者（都道府県を除く。）又は老人デイ

、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他

と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ

人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要

は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老

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

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

の物件を検査させることができる。

又は特別養護老人ホーム（これらのうち都道府県が設置するものを除く

、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち

又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め

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

入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

（改善命令等）

３・４ （略）

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

、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して

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

項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇に

その事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七

に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は

支援センターの設置者（都道府県を除く。）が、この法律若しくはこれ

）又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護

う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずる

の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行

第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条

処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは

が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする

スセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者

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

つき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者

ことができる。
３ （略）

に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
３ （略）

置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてす

第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設 第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設
置者（都道府県を除く。）がこの法律若しくはこれに基づく命令若しく

67

設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命

第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施

はこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条

項の規定による認可を取り消すことができる。

の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四

なくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営

る処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合し

２ （略）

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

後

替

前

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

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

読
第三節 介護給付
（居宅介護サービス費の支給）

いて、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険

て厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につ

供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用とし

養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提

、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療

定居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き

」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指

業を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス

定居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事

介護被保険者」という。）が、指定都市の市長が指定する者（以下「指

険者」という。）のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要

が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当

て、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者

厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につい

に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として

介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き、

という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定

を行う事業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス」

居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事業

介護被保険者」という。）が、都道府県知事が指定する者（以下「指定

険者」という。）のうち居宅において介護を受けるもの（以下「居宅要

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

者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、

該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない
（略）

当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでな

２～

。
（略）

い。
２～
12

（特例居宅介護サービス費の支給）

（特例居宅介護サービス費の支給）

と認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び

及び運営に関する基準のうち、指定都市の条例で定めるものを満たす

める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備

第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指定都市の条例で定

これに相当するサービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又は

一 （略）

、特例居宅介護サービス費を支給する。

次項において「基準該当居宅サービス」という。）を受けた場合にお

と認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び

及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たす

める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備

第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定

これに相当するサービス（指定居宅サービスの事業に係る第七十四条

二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又は

一 （略）

、特例居宅介護サービス費を支給する。

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

次項において「基準該当居宅サービス」という。）を受けた場合にお

いて、必要があると認めるとき。
三・四 （略）

いて、必要があると認めるとき。
三・四 （略）

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

める基準を参酌するものとする。

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

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

める基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（居宅介護サービス計画費の支給）

３～５ （略）

一～四 （略）
３～５ （略）
（居宅介護サービス計画費の支給）

居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指

る者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る

居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に

宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指定

者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居

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

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

対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス

（施設介護サービス費の支給）

２～８ （略）

ス計画費を支給する。
２～８ （略）
（施設介護サービス費の支給）

一 指定都市の市長が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

祉施設」という。）により行われる介護福祉施設サービス（以下「指

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福

る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係

設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施

る費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要す

下「指定施設サービス等」という。）を受けたときは、当該要介護被保

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

福祉施設」という。）により行われる介護福祉施設サービス（以下「

定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

指定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

２～８ （略）

（介護予防サービス費の支給）

第四節 予防給付

２～８ （略）
第四節 予防給付
（介護予防サービス費の支給）

市の市長が指定する者（以下「指定介護予防サービス事業者」という。

支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、指定都

から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる

県知事が指定する者（以下「指定介護予防サービス事業者」という。）

支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、都道府

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

）から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われ
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の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外

費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項

費用を除く。以下この条において同じ。）について、介護予防サービス

要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める

者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に

期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居

き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短

サービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除

ときに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防

定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定める

町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指

条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市

たとき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同

る介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受け

介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の

を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の

用を除く。以下この条において同じ。）について、介護予防サービス費

する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費

生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者

、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期

ービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き

きに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サ

介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めると

村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定

第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町

とき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条

介護予防サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受けた

（特例介護予防サービス費の支給）

２～８ （略）

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

定都市の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防

る第百十五条の四第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指

ビス又はこれに相当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サー

一 （略）

、特例介護予防サービス費を支給する。

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及

道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防

る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都

ビス又はこれに相当するサービス（指定介護予防サービスの事業に係

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サー

一 （略）

、特例介護予防サービス費を支給する。

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

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

により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予

指定都市の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所

び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、

とき。

防サービス」という。）を受けた場合において、必要があると認める

により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予

都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所

び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、

三・四 （略）

とき。
三・四 （略）

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

める基準を参酌するものとする。

標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定

ものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を

号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定める

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

める基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（指定居宅サービス事業者の指定）

第二節 指定居宅サービス事業者

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

３～５（略）

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

及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以

により、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類

下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。

及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所（以

により、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類

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

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

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短

り行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪

三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等によ

第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四

入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、

看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期

行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問

号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号（病院等により

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

、第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第

十一条第一項本文の指定をしてはならない。

三～七 （略）

四十一条第一項本文の指定をしてはならない。

三～七 （略）

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日か

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日か

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定

一 申請者が指定都市の条例で定める者でないとき。

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七

による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすること

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七

が見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより指定都市の

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通

十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条

市長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第

十四条第一項の指定都市の条例で定める基準及び同項の指定都市の条

通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条

二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につい

例で定める員数を満たしていないとき。

第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ

て相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年

例で定める員数を満たしていないとき。

いて相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五

を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

年を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

定める基準に従い定めるものとする。

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

定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介

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

生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をし

めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を

又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認

施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、

専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定

が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護

護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県

入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介

より当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設

当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定に

介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、

いことができる。

ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしな

るとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認め

設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又

用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施

定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専

の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が

居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護

り当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入

該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定によ

護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合において、当

障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定

と認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支

か、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになる

の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達している

道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域

より算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都

定施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところに

項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特

において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二

入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合

施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設

しないことができる。

を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定を

認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障

、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると

混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか

府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の

り算定した定員をいう。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道

施設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところによ

の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定

おいて、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項

居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一項の申請があった場合に

設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入

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

をしないことができる。

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

をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事

項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一

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

本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、

場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項

ものに限る。以下この項において同じ。）につき第一項の申請があった

行う居宅サービス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める

護等の見込量を確保するため、当該指定都市の区域に所在する事業所が

「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護看

号の規定により当該指定都市が定める区域とする。以下この項において

応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項第一

おいて同じ。）において定める当該指定都市又は当該定期巡回・随時対

十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項に

と認めるときは、当該指定都市が定める市町村介護保険事業計画（第百

の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当する

介護看護等事業所」という。）が当該指定都市の区域にある場合その他

該事業を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問

いう。以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当

護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものを

介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介

型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

回・随時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着

。

場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない

看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この

て「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護

第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項におい

時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項

の項において同じ。）において定める当該市町村又は当該定期巡回・随

（第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下こ

令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画

のに限る。）に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省

令で定める居宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うも

ときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省

働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認める

護等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労

を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看

以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業

、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。

外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以

時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

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

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

の量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービスの種類ごと

保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域におけ

において同じ。）の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護

規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス（この項の

めに必要と認める条件を付することができる。

との見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指

る当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第

８ 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を

二 （略）

。

一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき

定によってこれを超えることになるとき。

二 （略）
８ （適用除外）

求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスに

つき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に

従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文

の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業

の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる
。

指定都市の条例で定める基準に従い指定都市の条例で定める員数の当該

指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該

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

に関する基準は、都道府県の条例で定める。

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

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

とし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準

でに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

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

として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

77

基準を参酌するものとする。
一～四 （略）

基準を参酌するものとする。

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）

定めるところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出な

止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけ

止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休

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

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

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出な

又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ

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

ければならない。

第七十五条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

なければならない。

【引き続き都道府県が実施】

による第七十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必

要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介

護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連

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

２ 厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都

道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、

当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第四項に規定する便宜の

提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知
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