平 成２７年
第 １回市議 会定例会

議案第５１号

函 館市指定 介護予防 サービス等の事業の人員，設備および
運 営ならび に指定介 護予防サービス等に係る介護予防のた
め の効果的 な支援の 方法に関する基準等を定める条例の一
部 改正につ いて
函 館市指定 介護予防 サービス等の事業 の人員 ，設備および 運営 なら び
に指 定介護予 防サービ ス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 等を定め る条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成２７ 年２月２ ６日提出
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函 館市指定 介護予防 サービス等の事業の人員，設備および
運 営ならび に指定介 護予防サービス等に係る介護予防のた
め の効果的 な支援の 方法に関する基準等を定める条例の一
部 を改正す る条例
函 館市指定 介護予防 サービス等の事業 の人員 ，設備および 運営 なら び
に指 定介護予 防サービ ス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 等を定め る条例（平成２５年函館市条例第２４号）の一部
を次 のように 改正する 。
目 次中
「第 ２章

介 護予防訪 問介護

第１節

基本方針 （第５条）

第２節

人員に関 する基準（第６条・第７条）

第３節

設備に関 する基準（第８条）

第４節

運営に関 する基準（第９条～第３９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40
条～第４２条 ）

第６節

基準該当 介護予防サービスに関する基準（第４３条～第47

条）
を「 第２章
「第 ７章

」

削除」に ，「第５２条」を「第５１条の２」に，
介 護予防通 所介護

第１節

基本方針 （第９７条）

第２節

人員に関 する基準（第９８条・第９９条）

第３節

設備に関 する基準（第１００条）

第４節

運営に関 する基準（第１０１条～第１０８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
１０９条～第 １１２条 ）

第６節

基準該当 介護予防サービスに関する基準（第１１３条～第
１１６条）

を「 第７章

」

削除」に ，「第１２０条」を「第１１９条の２」に改める。

第 ２章を次 のように 改める。
第 ２章

削除

第５ 条から第 47条まで

削除

第 ４９条第 ３項中「 指定居宅サービス 等基準 条例第４９条 第１ 項に 」
を「 函館市指 定居宅サ ービス等の事業の人員，設備および運営に関する
基準 等を定め る条例（ 平成２５年函館市条例第２３号。以下「指定居宅
サー ビス等基 準条例」 という。）第４９条第１項に」に改める。
第 ３章第４ 節中第５ ２条の前に次の１ ２条を 加える。
（ 内容およ び手続の 説明および同意）
第51条の２

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護の提 供の開始 に際し，あらかじ め，利 用申込者また はそ の家 族
に 対し，第 ５５条に 規定する重要事項 に関す る規程の概要 ，介 護予 防
訪 問入浴介 護従業者 の勤務の体制その 他の利 用申込者のサ ービ スの 選
択 に資する と認めら れる重要事項を記 した文 書を交付して 説明 を行 い，
当 該提供の 開始につ いて利用申込者の 同意を 得なければな らな い。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，利用申込者またはその家族か
ら の申出が あった場 合には，前項の規 定によ る文書の交付 に代 えて ，
第 ５項で定 めるとこ ろにより，当該利 用申込 者またはその 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 定介護 予防訪問入浴 介護 事業 者
は ，当該文 書を交付 したものとみなす 。
(1) 電子情 報処理組 織を使用する方法 のうち アまたはイに 掲げ るも の
ア

指定 介護予防 訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利
用 申込者ま たはその 家族の使用に係る電子計算機とを接続する電
気 通信回線 を通じて 送信し，受信者の使用に係る電子計算機に備
え られたフ ァイルに 記録する方法

イ

指定 介護予防 訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備
え られたフ ァイルに 記録された前項に規定する重要事項を電気通
信 回線を通 じて利用 申込者またはその家族の閲覧に供し，当該利
用 申込者ま たはその 家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ
ァ イルに当 該重要事 項を記録する方法（電磁的方法による提供を
受 ける旨の 承諾また は受けない旨の申出をする場合にあっては，
指 定介護予 防訪問入 浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備え
ら れたファ イルにそ の旨を記録する方法）

(2) 磁気デ ィスク， シー・ディー・ロ ムその 他これらに準 ずる 方法 に
より一定 の事項を 確実に記録しておくことができる物をもって調製
するファ イルに前 項に規定する重要事項を記録したものを交付する
方法
３

前項各号 に掲げる 方法は，利用申込者またはその家族がファイルへ
の 記録を出 力するこ とによる文書を作 成する ことができる もの でな け
れ ばならな い。

４

第２項第 １号の「 電子情報処理組織」とは，指定介護予防訪問入浴
介 護事業者 の使用に 係る電子計算機と ，利用 申込者または その 家族 の
使 用に係る 電子計算 機とを電気通信回 線で接 続した電子情 報処 理組 織
を いう。

５

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，第２項の規定により第１項に

規 定する重 要事項を 提供しようとする ときは ，あらかじめ ，当 該利 用
申 込者また はその家 族に対し，その用 いる次 に掲げる電磁 的方 法の 種
類 および内 容を示し ，文書または電磁 的方法 による承諾を 得な けれ ば
な らない。
(1) 第２項 各号に規 定する方法のうち 指定介 護予防訪問入 浴介 護事 業
者が使用 するもの
(2) ファイ ルへの記 録の方式
６

前項の規 定による 承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は，
当 該利用申 込者また はその家族から文 書また は電磁的方法 によ り電 磁
的 方法によ る提供を 受けない旨の申出 があっ たときは，当 該利 用申 込
者 またはそ の家族に 対し，第１項に規 定する 重要事項の提 供を 電磁 的
方 法によっ てしては ならない。ただし ，当該 利用申込者ま たは その 家
族 が再び前 項の規定 による承諾をした 場合は ，この限りで ない 。
（ 提供拒否 の禁止）

第51条の３

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，正当な理由なく指定

介 護予防訪 問入浴介 護の提供を拒んで はなら ない。
（ サービス 提供困難 時の対応）
第51条の４

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，当該指定介護予防訪

問 入浴介護 事業所の 通常の事業の実施 地域（ 当該事業所が 通常 時に 当
該 サービス を提供す る地域をいう。以 下同じ 。）等を勘案 し， 利用 申
込 者に対し 自ら適切 な指定介護予防訪 問入浴 介護を提供す るこ とが 困
難 であると 認めた場 合は，当該利用申 込者に 係る介護予防 支援 事業 者
へ の連絡， 適当な他 の指定介護予防訪 問入浴 介護事業者等 の紹 介そ の
他 の必要な 措置を速 やかに講じなけれ ばなら ない。
（ 受給資格 等の確認 ）
第51条の５

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護の提 供を求め られた場合は，そ の者の 提示する被保 険者 証に よ
っ て，被保 険者資格 ，要支援認定の有 無およ び要支援認定 の有 効期 間
を 確かめる ものとす る。
２

指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の被保険者証に，法第

１ １５条の ３第２項 の規定により認定 審査会 意見が記載さ れて いる と
き は，当該 認定審査 会意見に配慮して ，指定 介護予防訪問 入浴 介護 を
提 供するよ うに努め なければならない 。
（ 要支援認 定の申請 に係る援助）
第51条の６

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護の提 供の開始 に際し，要支援認 定を受 けていない利 用申 込者 に
つ いては， 要支援認 定の申請が既に行 われて いるかどうか を確 認し ，
申 請が行わ れていな い場合は，当該利 用申込 者の意思を踏 まえ て速 や
か に当該申 請が行わ れるよう必要な援 助を行 わなければな らな い。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，介護予防支援（これに相当す
る サービス を含む。 ）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，要支援認定 の更新 の申請が，遅 くと も当 該
利 用者が受 けている 要支援認定の有効 期間が 終了する３０ 日前 には な
さ れるよう ，必要な 援助を行わなけれ ばなら ない。
（ 心身の状 況等の把 握）

第51条の７

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護の提 供に当た っては，利用者に 係る介 護予防支援事 業者 が開 催
す るサービ ス担当者 会議（函館市指定 介護予 防支援等の事 業の 人員 お
よ び運営な らびに指 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 る基準等を定める 条例（ 平成２７年函 館市 条例 第
号 。以下「 指定介護 予防支援等基準条例」という。）第３３条第
９ 号に規定 するサー ビス担当者会議を いう。 以下同じ。） 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
ま たは福祉 サービス の利用状況等の把 握に努 めなければな らな い。
（ 介護予防 支援事業 者等との連携）
第51条の８

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護を提 供するに 当たっては，介護 予防支 援事業者その 他保 健医 療
サ ービスま たは福祉 サービスを提供す る者と の密接な連携 に努 めな け
れ ばならな い。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の

提 供の終了 に際して は，利用者または その家 族に対して適 切な 指導 を
行 うととも に，当該 利用者に係る介護 予防支 援事業者に対 する 情報 の
提 供および 保健医療 サービスまたは福 祉サー ビスを提供す る者 との 密
接 な連携に 努めなけ ればならない。
（ 介護予防 サービス 費の支給を受ける ための 援助）
第51条の９

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護の提 供の開始 に際し，利用申込 者が介 護保険法施行 規則 （平 成
１ １年厚生 省令第３ ６号。以下「施行 規則」 という。）第 ８３ 条の ９
各 号のいず れにも該 当しないときは， 当該利 用申込者また はそ の家 族
に 対し，介 護予防サ ービス計画の作成 を介護 予防支援事業 者に 依頼 す
る 旨を市町 村（特別 区を含む。以下同 じ。） に対して届け 出る こと 等
に より，介 護予防サ ービス費の支給を 受ける ことができる 旨を 説明 す
る こと，介 護予防支 援事業者に関する 情報を 提供すること その 他の 介
護 予防サー ビス費の 支給を受けるため に必要 な援助を行わ なけ れば な
ら ない。
（ 介護予防 サービス 計画に沿ったサー ビスの 提供）
第51条の10

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，介護予防サービス計

画 （施行規 則第８３ 条の９第１号ハお よびニ に規定する計 画を 含む 。
以 下同じ。 ）が作成 されている場合は ，当該 介護予防サー ビス 計画 に
沿 った指定 介護予防 訪問入浴介護を提 供しな ければならな い。
（ 介護予防 サービス 計画等の変更の援 助）
第51条の11

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，利用者が介護予防サ

ー ビス計画 の変更を 希望する場合は， 当該利 用者に係る介 護予 防支 援
事 業者への 連絡その 他の必要な援助を 行わな ければならな い。
（ 身分を証 する書類 の携行）
第51条の12

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介

護 従業者に 身分を証 する書類を携行さ せ，初 回訪問時およ び利 用者 ま
た はその家 族から求 められたときは， これを 提示すべき旨 を指 導し な
け ればなら ない。
（ サービス の提供の 記録）

第51条の13

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護を提 供した際 には，当該指定介 護予防 訪問入浴介護 の提 供日 お
よ び内容， 当該指定 介護予防訪問入浴 介護に ついて法第５ ３条 第４ 項
の 規定によ り利用者 に代わって支払を 受ける 介護予防サー ビス 費の 額
そ の他必要 な事項を ，利用者の介護予 防サー ビス計画を記 載し た書 面
ま たはこれ に準ずる 書面に記載しなけ ればな らない。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護を
提 供した際 には，提 供した具体的なサ ービス の内容等を記 録す ると と
も に，利用 者からの 申出があった場合 には， 文書の交付そ の他 適切 な
方 法により ，その情 報を利用者に対し て提供 しなければな らな い。
第 ５２条の 次に次の ２条を加える。
（ 保険給付 の請求の ための証明書の交 付）

第52条の２

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，法定代理受領サービ

ス に該当し ない指定 介護予防訪問入浴 介護に 係る利用料の 支払 を受 け
た 場合は， 提供した 指定介護予防訪問 入浴介 護の内容，費 用の 額そ の
他 必要と認 められる 事項を記載したサ ービス 提供証明書を 利用 者に 対
し て交付し なければ ならない。
（ 利用者に 関する市 町村への通知）
第52条の３

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護を受 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 してその旨を市町 村に通 知しなければ なら ない 。
(1) 正当な 理由なし に指定介護予防訪 問入浴 介護の利用に 関す る指 示
に従わな いことに より，要支援状態の程度を増進させたと認められ
るときま たは要介 護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りそ の他不正 な行為によって保 険給付 を受け，また は受 けよ う
としたと き。
第 ５５条の 次に次の １０条を加える。
（ 勤務体制 の確保等 ）
第55条の２

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対し適切な

指 定介護予 防訪問入 浴介護を提供でき るよう ，指定介護予 防訪 問入 浴

介 護事業所 ごとに， 介護予防訪問入浴 介護従 業者の勤務の 体制 を定 め
て おかなけ ればなら ない。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事
業 所ごとに ，当該指 定介護予防訪問入 浴介護 事業所の介護 予防 訪問 入
浴 介護従業 者によっ て指定介護予防訪 問入浴 介護を提供し なけ れば な
ら ない。

３

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介護従業者
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 。
（ 衛生管理 等）

第55条の３

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介

護 従業者の 清潔の保 持および健康状態 につい て，必要な管 理を 行わ な
け ればなら ない。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事
業 所の介護 予防訪問 入浴介護に用いる 浴槽そ の他の設備お よび 備品 等
に ついて， 衛生的な 管理に努めなけれ ばなら ない。
（ 掲示）

第55条の４

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護事業 所の見や すい場所に，第５ ５条に 規定する重要 事項 に関 す
る 規程の概 要，介護 予防訪問入浴介護 従業者 の勤務の体制 その 他の 利
用 申込者の サービス の選択に資すると 認めら れる重要事項 を掲 示し な
け ればなら ない。
（ 秘密保持 等）
第55条の５

指定介護 予防訪問入浴介護事業所の従業者は，正当な理由

が なく，そ の業務上 知り得た利用者ま たはそ の家族の秘密 を漏 らし て
は ならない 。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，当該指定介護予防訪問入浴介
護 事業所の 従業者で あった者が，正当 な理由 がなく，その 業務 上知 り
得 た利用者 またはそ の家族の秘密を漏 らすこ とがないよう ，必 要な 措
置 を講じな ければな らない。

３

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，サービス担当者会議等におい

て ，利用者 の個人情 報を用いる場合は 当該利 用者の同意を ，利 用者 の
家 族の個人 情報を用 いる場合は当該家 族の同 意を，あらか じめ 文書 に
よ り得てお かなけれ ばならない。
（ 広告）
第55条の６

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護事業 所につい て広告をする場合 におい ては，その内 容が 虚偽 ま
た は誇大な ものであ ってはならない。
（ 介護予防 支援事業 者に対する利益供 与の禁 止）
第55条の７

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，介護予防支援事業者

ま たはその 従業者に 対し，利用者に対 して特 定の事業者に よる サー ビ
ス を利用さ せること の対償として，金 品その 他の財産上の 利益 を供 与
し てはなら ない。
（ 苦情処理 ）
第55条の８

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，提供した指定介護予

防 訪問入浴 介護に係 る利用者およびそ の家族 からの苦情に 迅速 かつ 適
切 に対応す るために ，苦情を受け付け るため の窓口を設置 する 等の 必
要 な措置を 講じなけ ればならない。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合
に は，当該 苦情の内 容等を記録しなけ ればな らない。

３

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入
浴 介護に関 し，法第 ２３条の規定によ り市が 行う文書その 他の 物件 の
提 出もしく は提示の 求めまたは市の職 員から の質問もしく は照 会に 応
じ ，および 利用者か らの苦情に関して 市が行 う調査に協力 する とと も
に ，市から 指導また は助言を受けた場 合にお いては，当該 指導 また は
助 言に従っ て必要な 改善を行わなけれ ばなら ない。

４

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，市からの求めがあった場合に
は ，前項の 改善の内 容を市に報告しな ければ ならない。

５

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，提供した指定介護予防訪問入
浴 介護に係 る利用者 からの苦情に関し て国民 健康保険団体 連合 会（ 国
民 健康保険 法（昭和 ３３年法律第１９ ２号） 第４５条第５ 項に 規定 す

る 国民健康 保険団体 連合会をいう。以 下同じ 。）が行う法 第１ ７６ 条
第 １項第３ 号の調査 に協力するととも に，国 民健康保険団 体連 合会 か
ら 同号の指 導または 助言を受けた場合 におい ては，当該指 導ま たは 助
言 に従って 必要な改 善を行わなければ ならな い。
６

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，国民健康保険団体連合会から
の 求めがあ った場合 には，前項の改善 の内容 を国民健康保 険団 体連 合
会 に報告し なければ ならない。
（ 地域との 連携）

第55条の９

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，その事業の運営に当

た っては， 提供した 指定介護予防訪問 入浴介 護に関する利 用者 から の
苦 情に関し て市等が 派遣する者が相談 および 援助を行う事 業そ の他 の
市 が実施す る事業に 協力するよう努め なけれ ばならない。
（ 事故発生 時の対応 ）
第55条の10

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定

介 護予防訪 問入浴介 護の提供により事 故が発 生した場合は ，市 ，当 該
利 用者の家 族，当該 利用者に係る介護 予防支 援事業者等に 連絡 を行 う
と ともに， 必要な措 置を講じなければ ならな い。
２

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，前項の事故の状況および事故
に 際してと った処置 について記録しな ければ ならない。

３

指定介護 予防訪問 入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防
訪 問入浴介 護の提供 により賠償すべき 事故が 発生した場合 は， 損害 賠
償 を速やか に行わな ければならない。
（ 会計の区 分）

第55条の11

指定介護 予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入

浴 介護事業 所ごとに 経理を区分すると ともに ，指定介護予 防訪 問入 浴
介 護の事業 の会計と その他の事業の会 計を区 分しなければ なら ない 。
第 ５６条第 ２項第１ 号中「次条におい て準用 する第２０条 第２ 項」 を
「第 ５１条の １３第２ 項」に改め，同項第２号中「次条において準用す
る第 ２４条」 を「第５ ２条の３」に改め，同項第３号中「次条において
準用 する第３ ５条第２ 項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項第４

号中 「次条に おいて準 用する第３７条第２項」を「第５５条の１０第２
項」 に改める 。
第 ５７条を 次のよう に改める。
第57条

削除

第 ６３条中 「第９条 から第１５条まで ，第１ ７条から第２ ０条 まで ，
第２ ２条，第 ２４条， 第２９条から第３４条まで，第３５条（第５項お
よび 第６項を 除く。） および第３６条から第３８条までならびに」を削
り， 「第５２ 条第１項 および」を「第５１条の９，第５２条第１項，第
５５ 条の８第 ５項およ び第６項ならびに」に，「これらの規定中「訪問
介護 員等」と あるのは 「介護予防訪問入浴介護従業者」と，第９条第１
項お よび第３ １条中「 第２７条」」を「第５１条の２第１項および第55
条の ４中「第 ５５条」 」に，「第２０条第１項」を「第５１条の１３第
１項 」に，「 当該指定 介護予防訪問介護」を「当該指定介護予防訪問入
浴介 護」に改 め，「， 第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない
指定 介護予防 訪問介護 」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」
と， 第３０条 第２項中 「設備および備品等」とあるのは「基準該当介護
予防 訪問入浴 介護に用 いる浴槽その他の設備および備品等」と」を削り，
「「 前項」と 」の後ろ に「，第５２条の２中「法定代理受領サービスに
該当 しない指 定介護予 防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防
訪問 入浴介護 」と」を 加える。
第 ７４条第 ２項第４ 号中「第２０条第 ２項」 を「第５１条 の１ ３第 ２
項」 に改め， 同項第５ 号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同
項第 ６号中「 第３５条 第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項
第７ 号中「第 ３７条第 ２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 ７５条中 「第９条 ，第１０条，第１ ２条か ら第１４条ま で， 第１ ６
条か ら第２０ 条まで， 第２２条，第２４条，第２９条から第３８条まで
およ び第５４ 条」を「 第５１条の２，第５１条の３，第５１条の５から
第５ １条の７ まで，第 ５１条の９から第５１条の１３まで，第５２条の
２， 第５２条 の３，第 ５４条および第５５条の２から第５５条の１１ま
で」 に，「訪 問介護員 等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第

９条 第１項お よび第３ １条中「第２７条」」を「第５１条の２第１項お
よび 第５５条 の４中「 第５５条」」に，「第１４条中」を「第５１条の
７中 」に改め ，「病歴 」と」の後ろに「，第５５条の３第２項中「介護
予防 訪問入浴 介護に用 いる浴槽その他の設備および備品等」とあるのは
「設 備および 備品等」 と」を加える。
第 ８４条第 ２項第２ 号中「第２０条第 ２項」 を「第５１条 の１ ３第 ２
項」 に改め， 同項第３ 号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同
項第 ４号中「 第３５条 第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項
第５ 号中「第 ３７条第 ２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 ８５条中 「第９条 から第１４条まで ，第１ ６条から第２ ０条 まで ，
第２ ２条，第 ２４条， 第２９条から第３２条まで，第３４条から第３８
条ま で，第５ ４条」を 「第５１条の２から第５１条の７まで，第５１条
の９ から第５ １条の１ ３まで，第５２条の２，第５２条の３，第５４条，
第５ ５条の２ から第５ ５条の５まで，第５５条の７から第５５条の１１
まで 」に，「 訪問介護 員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「
第９ 条第１項 および第 ３１条中「第２７条」」を「第５１条の２第１項
およ び第５５ 条の４中 「第５５条」」に，「第１４条中」を「第５１条
の７ 中」に改 め，「病 歴」と」の後ろに「，第５５条の３第２項中「介
護予 防訪問入 浴介護に 用いる浴槽その他の設備および備品等」とあるの
は「 設備およ び備品等 」と」を加える。
第 ８７条第 １号中「 または」を「もし くは」 に，「やサー ビス 担当 者
会議 」を「ま たはサー ビス担当者会議もしくはリハビリテーション会議
（介 護予防訪 問リハビ リテーション計画または介護予防通所リハビリテ
ーシ ョン計画 の作成の ために，利用者およびその家族の参加を基本とし
つつ ，医師， 理学療法 士，作業療法士，言語聴覚士，指定介護予防支援
等基 準条例第 ５条に規 定する担当職員，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（法第８条の２第１６項に規定する
指定 介護予防 サービス 等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構
成員 」という 。）によ り構成される会議をいう。以下同じ。）」に改め，
同条 第１３号 中「第１ １号」を「第１２号」に改め，同号を同条第１４

号と し，同条 中第６号 から第１２号までを１号ずつ繰り下げ，第５号の
次に 次の１号 を加える 。
(6) 指定介 護予防訪 問リハビリテーシ ョン事 業者が指定介 護予 防通 所
リハビリ テーショ ン事業者（第１１８条第１項に規定する指定介護
予防通所 リハビリ テーション事業者をいう。）の指定を併せて受け，
かつ，リ ハビリテ ーション会議の開催等を通じて，利用者の病状，
心身の状 況，希望 およびその置かれている環境に関する情報を構成
員と共有 し，介護 予防訪問リハビリテーションおよび介護予防通所
リハビリ テーショ ンの目標および当該目標を踏まえたリハビリテー
ション提 供内容に ついて整合性のとれた介護予防訪問リハビリテー
ション計 画を作成 した場合については，第１２６条第２号から第５
号までに 規定する 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準を満た すことを もって，第２号から前号まで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。
第 ９３条第 ２項第１ 号中「第２０条第 ２項」 を「第５１条 の１ ３第 ２
項」 に改め， 同項第２ 号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，同
項第 ３号中「 第３５条 第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同項
第４ 号中「第 ３７条第 ２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 ９４条中 「第９条 から第１４条まで ，第１ ７条，第１９ 条， 第２ ０
条， 第２２条 ，第２４ 条，第２９条から第３２条まで，第３４条から第
３８ 条まで， 第５４条 」を「第５１条の２から第５１条の７まで，第51
条の １０，第 ５１条の １２，第５１条の１３，第５２条の２，第５２条
の３ ，第５４ 条，第５ ５条の２から第５５条の５まで，第５５条の７か
ら第 ５５条の １１まで 」に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介
護従 業者」に ，「第９ 条第１項および第３１条中「第２７条」」を「第
５１ 条の２第 １項およ び第５５条の４中「第５５条」」に，「第１４条
中」 を「第５ １条の７ 中」に，「第１９条中」を「第５１条の１２中」
に改 め，「「 利用者」 と」の後ろに「，第５５条の３第２項中「介護予
防訪 問入浴介 護に用い る浴槽その他の設備および備品等」とあるのは「
設備 および備 品等」と 」を加える。

第 ７章を次 のように 改める。
第 ７章

削除

第97条から第 1 1 6条ま で

削除

第 ８章第４ 節中第１ ２０条の前に次の ２条を 加える。
（ 利用料等 の受領）
第1 1 9条の２

指定介 護予防通所リハビリテーション事業者は，法定代

理 受領サー ビスに該 当する指定介護予 防通所 リハビリテー ショ ンを 提
供 した際に は，その 利用者から利用料 の一部 として，当該 指定 介護 予
防 通所リハ ビリテー ションに係る介護 予防サ ービス費用基 準額 から 当
該 指定介護 予防通所 リハビリテーショ ン事業 者に支払われ る介 護予 防
サ ービス費 の額を控 除して得た額の支 払を受 けるものとす る。
２

指定介護 予防通所 リハビリテーション事業者は，法定代理受領サー
ビ スに該当 しない指 定介護予防通所リ ハビリ テーションを 提供 した 際
に その利用 者から支 払を受ける利用料 の額と ，指定介護予 防通 所リ ハ
ビ リテーシ ョンに係 る介護予防サービ ス費用 基準額との間 に， 不合 理
な 差額が生 じないよ うにしなければな らない 。

３

指定介護 予防通所 リハビリテーション事業者は，前２項の支払を受
け る額のほ か，次の 各号に掲げる費用 の額の 支払を利用者 から 受け る
こ とができ る。
(1) 利用者 の選定に より通常の事業の 実施地 域以外の地域 に居 住す る
利用者に 対して行 う送迎に要する費用
(2) 食事の 提供に要 する費用
(3) おむつ 代
(4) 前３号 に掲げる もののほか，指定 介護予 防通所リハビ リテ ーシ ョ
ンの提供 において 提供される便宜のうち，日常生活においても通常
必要とな るものに 係る費用であって，その利用者に負担させること
が適当と 認められ る費用

４

前項第２ 号に掲げ る費用については，指定介護予防サービス等の事
業 の人員， 設備及び 運営並びに指定介 護予防 サービス等に 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３５号 。以下「 指定介護予防サー ビス等 基準省令」と いう 。） 第
１ １８条の ２第４項 に規定する厚生労 働大臣 が定めるとこ ろに よる も
の とする。
５

指定介護 予防通所 リハビリテーション事業者は，第３項各号に掲げ
る 費用の額 に係るサ ービスの提供に当 たって は，あらかじ め， 利用 者
ま たはその 家族に対 し，当該サービス の内容 および費用に つい て説 明
を 行い，利 用者の同 意を得なければな らない 。
（ 緊急時等 の対応）

第1 1 9条の３

介護予 防通所リハビリテーション従業者は，現に指定介

護 予防通所 リハビリ テーションの提供 を行っ ているときに 利用 者に 病
状 の急変が 生じた場 合その他必要な場 合は， 速やかに主治 の医 師へ の
連 絡を行う 等の必要 な措置を講じなけ ればな らない。
第 １２１条 の次に次 の３条を加える。
（ 勤務体制 の確保等 ）
第1 2 1条の２

指定介 護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者

に 対し適切 な指定介 護予防通所リハビ リテー ションを提供 でき るよ う，
指 定介護予 防通所リ ハビリテーション 事業所 ごとに従業者 の勤 務の 体
制 を定めて おかなけ ればならない。
２

指定介護 予防通所 リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所
リ ハビリテ ーション 事業所ごとに，当 該指定 介護予防通所 リハ ビリ テ
ー ション事 業所の従 業者によって指定 介護予 防通所リハビ リテ ーシ ョ
ン を提供し なければ ならない。ただし ，利用 者の処遇に直 接影 響を 及
ぼ さない業 務につい ては，この限りで ない。

３

指定介護 予防通所 リハビリテーション事業者は，介護予防通所リハ
ビ リテーシ ョン従業 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 。
（ 定員の遵 守）

第1 2 1条の３

指定介 護予防通所リハビリテーション事業者は，利用定

員 を超えて 指定介護 予防通所リハビリ テーシ ョンの提供を 行っ ては な
ら ない。た だし，災 害その他のやむを 得ない 事情がある場 合は ，こ の

限 りでない 。
（ 非常災害 対策）
第1 2 1条の４

指定介 護予防通所リハビリテーション事業者は，非常災

害 に関する 具体的計 画を立て，非常災 害時の 関係機関への 通報 およ び
連 携体制を 整備し， それらを定期的に 従業者 に周知すると とも に， 定
期 的に避難 ，救出そ の他必要な訓練を 行わな ければならな い。
２

前項の規 定により 講ずる非常災害に係る対策には，地域の特性に応
じ て，地震 ，津波等 による自然災害に 係る対 策を含めなけ れば なら な
い。
第 １２３条 第２項第 ２号中「第２０条 第２項 」を「第５１ 条の １３ 第

２項 」に改め ，同項第 ３号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，
同項 第４号中 「第３５ 条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同
項第 ５号中「 第３７条 第２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 １２４条 中「第９ 条から第１４条ま で，第 １６条から第 １８ 条ま で，
第２ ０条，第 ２２条， 第２４条，第２５条，第３１条，第３２条，第34
条から第３８条まで，第６９条，第１０１条および第１０３条から第
１０ ５条まで 」を「第 ５１条の２から第５１条の７まで，第５１条の９
から 第５１条 の１１ま で，第５１条の１３，第５２条の２，第５２条の
３， 第５５条 の４，第 ５５条の５，第５５条の７から第５５条の１１ま
でお よび第６ ９条」に ，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従
業者 」に，「 第９条第 １項および第３１条中「第２７条」」を「第５１
条の ２第１項 および第 ５５条の４中「第５５条」」に，「第１４条中」
を「 第５１条 の７中」 に改め，「，第１０３条第３項中「介護予防通所
介護 従業者」 とあるの は「介護予防通所リハビリテーション従業者」と」
を削 る。
第 １２６条 第１号中 「または」を「も しくは 」に，「やサ ービ ス担 当
者会 議」を「 またはサ ービス担当者会議もしくはリハビリテーション会
議」 に改め， 同条第１ ２号中「第１０号」を「第１１号」に改め，同号
を同 条第１３ 号とし， 同条中第６号から第１１号までを１号ずつ繰り下
げ， 第５号の 次に次の １号を加える。

(6) 指定介 護予防通 所リハビリテーシ ョン事 業者が指定介 護予 防訪 問
リハビリ テーショ ン事業者の指定を併せて受け，かつ，リハビリテ
ーション 会議（医 師が参加した場合に限る。）の開催等を通じて，
利用者の 病状，心 身の状況，希望およびその置かれている環境に関
する情報 を構成員 と共有し，介護予防訪問リハビリテーションおよ
び介護予 防通所リ ハビリテーションの目標および当該目標を踏まえ
たリハビ リテーシ ョン提供内容について整合性のとれた介護予防通
所リハビ リテーシ ョン計画を作成した場合については，第８７条第
２号から 第５号ま でに規定す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 満たすことをもって，第２号から前号までに規定
する基準 を満たし ているものとみなすことができる。
第１３３条第１項第２号アおよびイ中「第１０５条第１項」を「第
１２ １条の４ 第１項」 に改める。
第 １３４条 第２項中 「第９条第２項か ら第６ 項まで」を「 第５ １条 の
２第 ２項から 第６項ま で」に改める。
第 １４０条 に次の１ 項を加える。
２

利用者の 状況や利 用者の家族等の事情により，指定介護予防支援等
基 準条例第 ５条に規 定する担当職員が ，緊急 に指定介護予 防短 期入 所
生 活介護を 受けるこ とが必要と認めた 者に対 し，介護予防 サー ビス 計
画 において 位置付け られていない指定 介護予 防短期入所生 活介 護を 提
供 する場合 であって ，当該利用者およ び他の 利用者の処遇 に支 障が な
い 場合にあ っては， 前項の規定にかか わらず ，前項各号に 掲げ る利 用
者 数を超え て，静養 室において指定介 護予防 短期入所生活 介護 を行 う
こ とができ るものと する。
第 １４０条 の次に次 の１条を加える。
（ 衛生管理 等）

第1 4 0条の２

指定介 護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の使用

す る施設， 食器その 他の設備または飲 用に供 する水につい て， 衛生 的
な 管理に努 め，また は衛生上必要な措 置を講 じなければな らな い。
２

指定介護 予防短期 入所生活介護事業者は，当該指定介護予防短期入

所 生活介護 事業所に おいて感染症が発 生し， またはまん延 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。
第 １４２条 第２項第 ２号中「第２０条 第２項 」を「第５１ 条の １３ 第
２項 」に改め ，同項第 ４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，
同項 第５号中 「第３５ 条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同
項第 ６号中「 第３７条 第２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 １４３条 中「第１ ０条から第１４条 まで， 第１６条，第 １７ 条， 第
２０ 条，第２ ２条，第 ２４条，第３１条から第３８条まで，第５４条，
第１ ０３条， 第１０５ 条および第１０６条」を「第５１条の３から第51
条の ７まで， 第５１条 の９，第５１条の１０，第５１条の１３，第５２
条の ２，第５ ２条の３ ，第５４条，第５５条の４から第５５条の１１ま
で， 第１２１ 条の２お よび第１２１条の４」に，「第３１条中「第２７
条」 」を「第 ５５条の ４中「第５５条」」に，「訪問介護員等」を「介
護予 防訪問入 浴介護従 業者」に，「第１０３条第３項中「介護予防通所
介護 従業者」 」を「第 １２１条の２第３項中「介護予防通所リハビリテ
ーシ ョン従業 者」」に 改める。
第１５４条第１項第２号アおよびイ中「第１０５条第１項」を「第
１２ １条の４ 第１項」 に改める。
第 １６０条 中「第１ ３８条」の後ろに 「，第 １４０条の２ 」を 加え ，
「第 １０３条 」を「第 １２１条の２」に改める。
第 １６６条 の見出し を「（指定介護予 防認知 症対応型通所 介護 事業 所
等と の併設） 」に改め ，同条中「，指定介護予防通所介護事業所」を削
り， 「をいう 。）」の 後ろに「もしくは指定介護予防小規模多機能型居
宅介 護事業所 （指定地 域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１
項に 規定する 指定介護 予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）」
を加 え，「指 定介護予 防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対
応型 通所介護 事業所等 」に改める。
第 １６７条 第４項， 第１７０条第１項 および 第１７１条（ 見出 しを 含
む。 ）中「指 定介護予 防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症対
応型 通所介護 事業所等 」に改める。

第 １７２条 中「第１ ０条から第１４条 まで， 第１７条，第 ２０ 条， 第
２２ 条，第２ ４条，第 ３１条から第３４条まで，第３５条」を「第５１
条の ３から第 ５１条の ７まで，第５１条の１０，第５１条の１３，第52
条の ２，第５ ２条の３ ，第５４条，第５５条の４から第５５条の７まで，
第５ ５条の８ 」に，「 第３６条から第３８条まで，第５４条，第１０３
条， 第１０５ 条，第１ ０６条」を「第５５条の９から第５５条の１１ま
で， 第１２１ 条の２， 第１２１条の４」に，「第２０条第１項中」を「
第５ １条の１ ３第１項 中」に，「指定介護予防訪問介護」を「指定介護
予防 訪問入浴 介護」に ，「第２２条中」を「第５２条の２中」に，「第
３１ 条中「第 ２７条」 」を「第５５条の４中「第５５条」」に，「訪問
介護 員等」を 「介護予 防訪問入浴介護従業者」に，「第１０３条第３項
中「 介護予防 通所介護 従業者」」を「第１２１条の２第３項中「介護予
防通 所リハビ リテーシ ョン従業者」」に改め，「「前項」と」の後ろに
「， 第１４０ 条第２項 中「静養室」とあるのは「静養室等」と」を加え
る。
第 １７５条 第１項第 ４号ア中「６．４ 平方メ ートル」を「 ６． ４平 方
メー トル以上 」に改め る。
第 １８１条 第２項第 ２号中「第２０条 第２項 」を「第５１ 条の １３ 第
２項 」に改め ，同項第 ４号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，
同項 第５号中 「第３５ 条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同
項第 ６号中「 第３７条 第２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 １８２条 中「第１ ０条から第１４条 まで， 第１６条，第 １７ 条， 第
２０ 条，第２ ２条，第 ２４条，第３１条，第３２条，第３４条から第38
条ま で，第５ ４条，第 １０３条，第１０５条」を「第５１条の３から第
５１ 条の７ま で，第５ １条の９，第５１条の１０，第５１条の１３，第
５２ 条の２， 第５２条 の３，第５４条，第５５条の４，第５５条の５，
第５ ５条の７ から第５ ５条の１１まで，第１２１条の２，第１２１条の
４」 に，「第 ３１条中 「第２７条」」を「第５５条の４中「第５５条」」
に， 「訪問介 護員等」 を「介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第1 0 3
条第 ３項中「 介護予防 通所介護従業者」」を「第１２１条の２第３項中

「介 護予防通 所リハビ リテーション従業者」」に改める。
第 １９７条 中「第１ ０３条」を「第１ ２１条 の２」に改め る。
第 ２０３条 第３項を 削る。
第 ２０４条 第１項第 ２号アを次のよう に改め る。
ア

看護 職員およ び介護職員の合計数は，常勤換算方法で，利用者
の 数が１０ またはそ の端数を増すごとに１以上であること。

第 ２０４条 第２項第 ２号アを次のよう に改め る。
ア

看護 職員また は介護職員の合計数は，常勤換算方法で，居宅サ
ー ビスの利 用者の数 および利用者の数に１０分の３を乗じて得た
数 の合計数 が３また はその端数を増すごとに１以上であること。

第 ２０７条 第４項中 「第９条第２項か ら第６ 項まで」を「 第５ １条 の
２第 ２項から 第６項ま で」に改める。
第 ２０９条 を次のよ うに改める。
第2 0 9条

削除

第 ２１７条 第２項中 第２号を削り，第 ３号を 第２号とし， 第４ 号を 第
３号 とし，第 ５号を第 ４号とし，同項第６号中「第２４条」を「第５２
条の ３」に改 め，同号 を同項第５号とし，同項第７号中「第３５条第２
項」 を「第５ ５条の８ 第２項」に改め，同号を同項第６号とし，同項第
８号 中「第３ ７条第２ 項」を「第５５条の１０第２項」に改め，同号を
同項 第７号と する。
第 ２１８条 中「第１ ２条，第１３条， 第２２ 条，第２４条 ，第 ３１ 条
から 第３８条 まで，第 ５３条，第５４条，第１０５条および第１０６条」
を「 第５１条 の５，第 ５１条の６，第５２条の２から第５４条まで，第
５５ 条の４か ら第５５ 条の１１まで，第１２１条の４および第１４０条
の２ 」に改め ，「，第 ３１条中「第２７条」とあるのは「第２１３条」
と， 「訪問介 護員等」 とあるのは「介護予防特定施設従業者」と」を削
り， 「第５３ 条中」を 「第５３条および第５５条の４中」に，「読み替
える 」を「， 同条中「 第５５条」とあるのは「第２１３条」と読み替え
る」 に改める 。
第 ２２６条 中「指定 介護予防サービス 事業者 」を「事業者 」に 改め る。

第 ２３１条 第４項中 「第９条第２項か ら第６ 項まで」を「 第５ １条 の
２第 ２項から 第６項ま で」に改める。
第 ２３３条 第２項中 「指定介護予防サ ービス 事業者または 指定 地域 密
着型 介護予防 サービス 事業者」を「指定居宅サービス事業者，指定介護
予防 サービス 事業者も しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者ま
たは 法第１１ ５条の４ ５の３第１項に規定する指定事業者（次項におい
て「 指定事業 者」とい う。）」に改め，同条第３項中「指定介護予防訪
問介 護」を「 指定訪問 介護（指定居宅サービス等基準条例第５条に規定
する 指定訪問 介護をい う。以下同じ。），指定通所介護（指定居宅サー
ビス 等基準条 例第９９ 条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）」
に改 め，「， 指定介護 予防通所介護」を削り，「とする」を「ならびに
法第 １１５条 の４５第 １項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事
業者 により行 われるも のに限る。以下「指定第１号訪問事業」という。）
に係 るサービ スおよび 同号ロに規定する第１号通所事業（指定事業者に
より 行われる ものに限 る。以下「指定第１号通所事業」という。）に係
るサ ービスと する」に 改め，同条第４項中「指定介護予防訪問介護，指
定介 護予防訪 問看護お よび指定介護予防通所介護」を「次に掲げる事業」
に改 め，同項 に次の各 号を加える。
(1) 指定訪 問介護ま たは指定第１号訪 問事業 に係るサービ ス
(2) 指定通 所介護ま たは指定第１号通 所事業 （機能訓練を 行う 事業 を
含むもの に限る。 ）に係るサービス
(3) 指定介 護予防訪 問看護
第 ２３４条 第２項第 ４号中「第２４条 」を「 第５２条の３ 」に 改め ，
同項 第５号中 「第３５ 条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同
項第 ６号中「 第３７条 第２項」を「第５５条の１０第２項」に改め，同
項中 第７号を 削り，第 ８号を第７号とし，第９号を第８号とし，第１０
号を 第９号と する。
第 ２３５条 中「第１ ２条，第１３条， 第２２ 条，第２４条 ，第 ３１ 条
から 第３８条 まで，第 ５３条，第５４条，第１０５条，第１０６条」を
「第 ５１条の ５，第５ １条の６，第５２条の２から第５４条まで，第55

条の ４から第 ５５条の １１まで，第１２１条の４，第１４０条の２」に
改め ，「この 場合にお いて」の後ろに「，第５３条中「介護予防訪問入
浴介 護従業者 」とある のは「指定介護予防特定施設の従業者」と」を加
え， 「第３１ 条中「第 ２７条」」を「第５５条の４中「第５５条」」に，
「訪 問介護員 等」を「 介護予防訪問入浴介護従業者」に，「第３３条」
を「 第５５条 の６」に ，「指定介護予防訪問介護事業所」を「指定介護
予防 訪問入浴 介護事業 所」に改め，「，第５３条中「介護予防訪問入浴
介護 従業者」 とあるの は「指定介護予防特定施設の従業者」と」を削る。
第 ２４４条 の見出し 中「確保」の後ろ に「な らびに福祉用 具専 門相 談
員の 知識およ び技能の 向上等」を加え，同条に次の１項を加える。
２

福祉用具 専門相談 員は，常に自己研さんに励み，指定介護予防福祉
用 具貸与の 目的を達 成するために必要 な知識 および技能の 修得 ，維 持
お よび向上 に努めな ければならない。
第 ２４８条 第２項第 １号中「第２０条 第２項 」を「第５１ 条の １３ 第

２項 」に改め ，同項第 ３号中「第２４条」を「第５２条の３」に改め，
同項 第４号中 「第３５ 条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同
項第 ５号中「 第３７条 第２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 ２４９条 中「第９ 条から第２０条ま で，第 ２２条，第２ ４条 ，第 32
条か ら第３８ 条まで， 第５４条」を「第５１条の２から第５１条の１３
まで ，第５２ 条の２， 第５２条の３，第５４条，第５５条の５から第55
条の １１まで 」に，「 第１０３条第１項および第２項」を「第１２１条
の２ 第１項お よび第２ 項」に，「第９条第１項中「第２７条」」を「第
５１ 条の２第 １項中「 第５５条」」に，「訪問介護員等」を「介護予防
訪問 入浴介護 従業者」 に，「第１１条」を「第５１条の４」に，「第15
条第 ２項」を 「第５１ 条の８第２項」に，「第１９条」を「第５１条の
１２ 」に，「 第２０条 第１項」を「第５１条の１３第１項」に，「第22
条中 」を「第 ５２条の ２中」に，「第１０３条第２項」を「第１２１条
の２ 第２項」 に改める 。
第 ２５２条 の見出し を「（介護予防福 祉用具 貸与計画の作 成） 」に 改
める 。

第 ２５４条 中「第９ 条から第１５条ま で，第 １７条から第 ２０ 条ま で，
第２ ２条，第 ２４条， 第３２条から第３４条まで，第３５条」を「第51
条の ２から第 ５１条の ８まで，第５１条の１０から第５１条の１３まで，
第５ ２条の２ ，第５２ 条の３，第５４条，第５５条の５から第５５条の
７ま で，第５ ５条の８ 」に，「第３６条から第３８条まで，第５４条」
を「 第５５条 の９から 第５５条の１１まで」に，「第１０３条第１項お
よび 第２項」 を「第１ ２１条の２第１項および第２項」に，「第９条第
１項 中「第２ ７条」」 を「第５１条の２第１項中「第５５条」」に，「
訪問 介護員等 」を「介 護予防訪問入浴介護従業者」に，「第１１条」を
「第 ５１条の ４」に， 「第１５条第２項」を「第５１条の８第２項」に，
「第 １９条」 を「第５ １条の１２」に，「第２０条第１項」を「第５１
条の １３第１ 項」に， 「指定介護予防訪問介護」を「指定介護予防訪問
入浴 介護」に ，「第２ ２条中」を「第５２条の２中」に，「第１０３条
第２ 項」を「 第１２１ 条の２第２項」に改める。
第 ２６２条 第２項第 ２号中「第２４条 」を「 第５２条の３ 」に 改め ，
同項 第３号中 「第３５ 条第２項」を「第５５条の８第２項」に改め，同
項第 ４号中「 第３７条 第２項」を「第５５条の１０第２項」に改める。
第 ２６３条 中「第９ 条から第１５条ま で，第 １７条から第 １９ 条ま で，
第２ ４条，第 ３０条， 第３２条から第３８条まで，第５４条，第１０３
条第 １項およ び第２項 」を「第５１条の２から第５１条の８まで，第51
条の １０から 第５１条 の１２まで，第５２条の３，第５４条，第５５条
の３ ，第５５ 条の５か ら第５５条の１１まで，第１２１条の２第１項お
よび 第２項」 に，「第 ９条第１項中「第２７条」」を「第５１条の２第
１項 中「第５ ５条」」 に，「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護
従業 者」に， 「第１１ 条」を「第５１条の４」に，「第１５条第２項」
を「 第５１条 の８第２ 項」に，「第１９条中」を「第５１条の１２中」
に， 「第１０ ３条第２ 項」を「第１２１条の２第２項」に改める。
附

則

（ 施行期日 ）
第１ 条

この 条例は， 平成２７年４月１日から施行する。

（ 経過措置 ）
第２ 条

地域 における 医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係 法律の整 備等に関 する法律（平成２ ６年法 律第８３号。 以下 「整 備
法 」という 。）附則 第１１条または第 １４条 第２項の規定 によ りな お
そ の効力を 有するも のとされた整備法 第５条 の規定（整備 法附 則第 １
条 第３号に 掲げる改 正規定に限る。） による 改正前の介護 保険 法（ 平
成 ９年法律 第１２３ 号）（以下「旧法 」とい う。）第５３ 条第 １項 に
規 定する指 定介護予 防サービスに該当 する旧 法第８条の２ 第２ 項に 規
定 する介護 予防訪問 介護（以下「旧指 定介護 予防訪問介護 」と いう 。）
ま たは介護 保険法第 ５４条第１項第２ 号に規 定する基準該 当介 護予 防
サ ービスに 該当する 旧法第８条の２第 ２項に 規定する介護 予防 訪問 介
護 もしくは これに相 当するサービス（ 以下「 旧基準該当介 護予 防訪 問
介 護」とい う。）に ついては，改正前 の函館 市指定介護予 防サ ービ ス
等 の事業の 人員，設 備および運営なら びに指 定介護予防サ ービ ス等 に
係 る介護予 防のため の効果的な支援の 方法に 関する基準等 を定 める 条
例 （以下「 旧介護予 防サービス等基準 条例」 という。）第 ５条 から 第
４ ７条まで の規定は ，なおその効力を 有する 。
第３ 条

旧法 第５３条 第１項に規定する指定介護予防サービスに該当す

る 旧法第８ 条の２第 ７項に規定する介 護予防 通所介護（以 下「 旧指 定
介 護予防通 所介護」 という。）または 介護保 険法第５４条 第１ 項第 ２
号 に規定す る基準該 当介護予防サービ スに該 当する旧法第 ８条 の２ 第
７ 項に規定 する介護 予防通所介護もし くはこ れに相当する サー ビス （
以 下「旧基 準該当介 護予防通所介護」 という 。）について は， 旧介 護
予 防サービ ス等基準 条例第９条から第 １５条 まで（第１０ ８条 およ び
第 １１６条 において 準用する場合に限 る。） ，第１６条（ 第１ ０８ 条
において準用する場合に限る。），第１７条（第１０８条および第
１ １６条に おいて準 用する場合に限る 。）， 第１８条（第 １０ ８条 お
よ び第１１ ６条にお いて準用する場合 に限る 。），第２０ 条（ 第1 0 8
条 および第 １１６条 において準用する 場合に 限る。），第 ２２ 条（ 第
１ ０８条お よび第１ １６条において準 用する 場合に限る。 ）， 第２ ４

条 （第１０ ８条およ び第１１６条にお いて準 用する場合に 限る 。） ，
第２５条（第１０８条および第１１６条において準用する場合に限
る 。），第 ３１条か ら第３４条まで（ 第１０ ８条および第 １１ ６条 に
お いて準用 する場合 に限る。），第３ ５条第 １項から第４ 項ま で（ 第
第 １０８条 および第 １１６条において 準用す る場合に限る 。） ，第 35
条 第５項お よび第６ 項（第１０８条に おいて 準用する場合 に限 る。 ），
第 ３６条か ら第３８ 条まで（第１０８ 条およ び第１１６条 にお いて 準
用 する場合 に限る。 ），第９７条から 第１１ ６条まで，第 １６ ６条 ，
第 １６７条 第４項， 第１７０条第１項 および 第１７１条の 規定 は， な
お その効力 を有する 。
第４ 条

整備 法附則第 １３条の規定により指定を受けたものとみなされ

た 者に係る 改正後の 函館市指定介護予 防サー ビス等の事業 の人 員， 設
備 および運 営ならび に指定介護予防サ ービス 等に係る介護 予防 のた め
の 効果的な 支援の方 法に関する基準等 を定め る条例（以下 「新 介護 予
防 サービス 等基準条 例」という。）第 ２３３ 条第２項の適 用に つい て
は ，同項中 「指定事 業者（」とあるの は「指 定事業者（地 域に おけ る
医 療及び介 護の総合 的な確保を推進す るため の関係法律の 整備 等に 関
す る法律（ 平成２６ 年法律第８３号） 附則第 １３条の規定 によ り指 定
を 受けたも のとみな された者を含む。 」とす る。
２

新介護予 防サービ ス等基準条例第２３３条第２項の規定により旧指
定 介護予防 訪問介護 を行う事業者およ び旧指 定介護予防通 所介 護を 行
う 事業者が 受託介護 予防サービス事業 者とな る場合，同条 第３ 項中 「
指 定通所介 護をいう 。以下同じ。）」 とある のは「指定通 所介 護を い
う 。以下同 じ。）， 地域における医療 及び介 護の総合的な 確保 を推 進
す るための 関係法律 の整備等に関する 法律（ 平成２６年法 律第 ８３ 号）
附 則第１１ 条または 第１４条第２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５条の規定によ る改正 前の法（以下 「旧 法」 と
い う。）第 ５３条第 １項に規定する指 定介護 予防サービス （以 下こ の
項 において 「旧指定 介護予防サービス 」とい う。）に該当 する 旧法 第
８ 条の２第 ２項に規 定する介護予防訪 問介護 （次項におい て「 指定 介

護 予防訪問 介護」と いう。）」と，「 ，指定 介護予防訪問 リハ ビリ テ
ー ション」 とあるの は「，指定介護予 防訪問 リハビリテー ショ ン， 旧
指 定介護予 防サービ スに該当する介護 予防通 所介護（次項 にお いて 「
指 定介護予 防通所介 護」という。）」 と，同 条第４項第１ 号中 「指 定
訪 問介護」 とあるの は「指定訪問介護 もしく は指定介護予 防訪 問介 護」
と ，同項第 ２号中「 指定通所介護」と あるの は「指定通所 介護 もし く
は 指定介護 予防通所 介護」とする。
第５ 条

前３ 条に定め るもののほか，介護予防訪問介護および介護予防

通 所介護に 関する経 過措置は，介護保 険法施 行規則等の一 部を 改正 す
る 省令（平 成２７年 厚生労働省令第４ 号）附 則第３条およ び第 ５条 な
ら びに介護 保険法施 行規則等の一部を 改正す る省令附則第 ２条 第３ 号
及 び第４条 第３号の 規定によりなおそ の効力 を有するもの とさ れた 指
定 介護予防 サービス 等の事業の人員， 設備及 び運営並びに 指定 介護 予
防 サービス 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 の一部を 改正する 省令（平成２７年 厚生労 働省令第１０ 号） の例 に
よ る。

（ 提案理由 ）
指 定介護予 防サービ ス等の事業の人員 ，設備 及び運営並び に指 定介 護
予防 サービス 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
準の 一部改正 に伴い， 指定介護予防短期入所生活介護事業の運営の基準
に関 する規定 等を整備 し，ならびに指定介護予防訪問介護事業および指
定介 護予防通 所介護事 業が介護予防・日常生活支援総合事業に移行する
こと に伴う規 定の整備 をするため

