平 成２７年
第 １回市議 会定例会

議案第５３号

函 館市指定 地域密着 型サービスの事業の人員，設備および
運 営に関す る基準等 を定める条例の一部改正について
函 館市指定 地域密着 型サービスの事業 の人員 ，設備および 運営 に関 す
る基 準等を定 める条例 の一部を改正する条例を次のように定める。
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函 館市指定 地域密着 型サービスの事業の人員，設備および
運 営に関す る基準等 を定める条例の一部を改正する条例
函 館市指定 地域密着 型サービスの事業 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２５号）の一部を次の
よう に改正す る。
目 次中「複 合型サー ビス」を「看護小 規模多 機能型居宅介 護」 に改 め
る。
第 ７条第２ 項中「ま たは函館市指定介 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 。以下「 指定介護予防サービス等基準条例」という。）第
６条 第２項の サービス 提供責任者」を削り，同条第５項各号列記以外の
部分 中「指定 定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護事業所」の後ろに「の
同一 敷地内」 を加え， 「併設されている」を「ある」に改め，同項第５
号中 「第８３ 条第６項 第１号」を「第８３条第６項」に改め，同項第６
号中 「第８３ 条第６項 第２号」を「第８３条第６項」に改め，同項第７
号中 「第８３ 条第６項 第３号」を「第８３条第６項」に改め，同項第８
号中 「指定複 合型サー ビス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介
護事 業所」に 改める。
第 ２４条第 ２項中「 行うとともに，定 期的に 外部の者によ る評 価を 受

けて 」を「行 い」に改 める。
第 ３３条第 ２項ただ し書中「または指 定夜間 対応型訪問介 護事 業所 」
を「 ，指定夜 間対応型 訪問介護事業所または指定訪問看護事業所」に，
「定 期巡回サ ービス， 随時対応サービスまたは随時訪問サービス」を「
定期 巡回・随 時対応型 訪問介護看護」に改める。
第 ６１条中 「営むこ とができるよう」 の後ろ に「生活機能 の維 持ま た
は向 上を目指 し」を加 える。
第 ６４条第 ４項中「 前３項」を「第１ 項から 第３項まで」 に改 め， 同
項を 同条第５ 項とし， 同条第３項の次に次の１項を加える。
４

前項ただ し書の場 合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事
業 者が第１ 項に掲げ る設備を利用し， 夜間お よび深夜に単 独型 ・併 設
型 指定認知 症対応型 通所介護以外のサ ービス を提供する場 合に 限る 。）
に は，当該 サービス の内容を当該サー ビスの 提供の開始前 に市 長に 届
け 出るもの とする。
第 ６６条第 １項中「 ，指定介護予防認 知症対 応型共同生活 介護 事業 所」

を「 または指 定介護予 防認知症対応型共同生活介護事業所においては共
同生 活住居（ 法第８条 第１９項または法第８条の２第１５項に規定する
共同 生活を営 むべき住 居をいう。）ごとに」に改め，「指定地域密着型
介護 老人福祉 施設」の 後ろに「においては施設」を加える。
第 ７９条の 次に次の １条を加える。
（ 事故発生 時の対応 ）
第79条の２

指定認知 症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定

認 知症対応 型通所介 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 利用者に係る指定 居宅介 護支援事業者 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

指定認知 症対応型 通所介護事業者は，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

指定認知 症対応型 通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対
応 型通所介 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。

４

指定認知 症対応型 通所介護事業者は，第６４条第４項の単独型・併
設 型指定認 知症対応 型通所介護以外の サービ スの提供によ り事 故が 発
生 した場合 は，第１ 項および第２項の 規定に 準じた必要な 措置 を講 じ
な ければな らない。
第 ８０条第 ２項第５ 号中「次条におい て準用 する第４１条 第２ 項」 を

「前 条第２項 」に改め る。
第 ８１条中 「，第４ １条」を削る。
第 ８３条第 ６項各号 列記以外の部分中 「指定 小規模多機能 型居 宅介 護
事業 所に次の 各号のい ずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次
の表 の左欄に 掲げる」 に，「当該各号」を「同表の中欄」に改め，「と
きは ，」の後 ろに「同 表の右欄に掲げる」を加え，同項各号を削り，同
項に 次の表を 加える。
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第 ８３条第 ７項中「 指定複合型サービ ス事業 者」を「指定 看護 小規 模
多機 能型居宅 介護事業 者」に，「指定複合型サービス事業所」を「指定

看護 小規模多 機能型居 宅介護事業所」に改め，同条第８項中「複合型サ
ービ ス従業者 」を「看 護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め，同条
第１ ０項中「 第６項各 号」を「第６項の表の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の
項の 中欄」に 改める。
第 ８４条第 １項ただ し書中「前条第６ 項各号 」を「前条第 ６項 の表 の
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 合の項の中欄」に，「もしくは」を「，」に改め，
「を 含む。） 」の後ろ に「もしくは法第１１５条の４５第１項に規定す
る介 護予防・ 日常生活 支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介
護予 防支援事 業を除く 。）」を加え，同条第３項中「指定複合型サービ
ス事 業所」の 後ろに「 （第１９４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。）」を加える。
第 ８６条第 １項中「 ２５人」を「２９ 人」に 改め，同条第 ２項 第１ 号
中「 １５人（ 」の後ろ に「登録定員が２５人を超える指定小規模多機能
型居 宅介護事 業所にあ っては，登録定員に応じて，次の表に定める利用
定員 ，」を加 え，同号 に次の表を加える。

登録定員

利用定 員

２６人また は２７ 人

１ ６人

２８人

１ ７人

２９人

１ ８人

第 ９２条第 ２項中「 行うとともに，定 期的に 外部の者によ る評 価を 受
けて 」を「行 い」に改 める。
第 １０７条 中「第８ ３条第６項各号」 を「第 ８３条第６項 」に 改め る。
第 １１１条 第４項中 「指定複合型サー ビス事 業所」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業所」に，「複合型サービス従業者」を「看護小
規模 多機能型 居宅介護 従業者」に改め，同条第７項中「指定複合型サー
ビス 事業所」 を「指定 看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。

第 １１２条 第１項た だし書中「指定複 合型サ ービス事業所 」を 「指 定
看護 小規模多 機能型居 宅介護事業所」に改める。
第 １１４条 第１項に 次のただし書を加 える。
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，一の事 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 。
第 １２２条 中「地域 密着型介護予防サ ービス 」を「指定地 域密 着型 介
護予 防サービ ス」に改 める。
第 １３１条 第９項中 「指定複合型サー ビス事 業所」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業所」に，「複合型サービス従業者」を「看護小
規模 多機能型 居宅介護 従業者」に改め，同条第１０項中「指定複合型サ
ービ ス事業所 」を「指 定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。
第 １３２条 ただし書 中「指定複合型サ ービス 事業所」を「 指定 看護 小
規模 多機能型 居宅介護 事業所」に改める。
第 １３６条 を次のよ うに改める。
第1 3 6条

削除

第 １４９条 第２項第 ９号を削る。
第 １５２条 第４項中 「指定介護老人福 祉施設 」の後ろに「 ，指 定地 域
密着 型介護老 人福祉施 設（サテライト型居住施設である指定地域密着型
介護 老人福祉 施設を除 く。第８項第１号および第１７項，第１５３条第
１項 第６号な らびに第 １８１条第１項第３号において同じ。）」を加え，
同条 第８項第 １号中「 指定介護老人福祉施設」の後ろに「または指定地
域密 着型介護 老人福祉 施設」を加え，同条第１２項中「指定介護予防サ
ービ ス等基準 条例」を 「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 。以下「 指定介護予防サービス等基準条例」という。）」
に改 め，同条 第１３項 中「もしくは指定介護予防サービス等基準条例第
９８ 条第１項 に規定す る指定介護予防通所介護事業所」を削り，同条第

１５ 項および 第１６項 中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小
規模 多機能型 居宅介護 事業所」に改め，同条に次の１項を加える。
17

第１項第 １号の医 師および同項第６号の介護支援専門員の数は，サ
テ ライト型 居住施設 の本体施設である 指定地 域密着型介護 老人 福祉 施
設 であって ，当該サ テライト型居住施 設に医 師または介護 支援 専門 員
を 置かない 場合にあ っては，指定地域 密着型 介護老人福祉 施設 の入 所
者 の数およ び当該サ テライト型居住施 設の入 所者の数の合 計数 を基 礎
と して算出 しなけれ ばならない。この 場合に あって，介護 支援 専門 員
の 数は，同 号の規定 にかかわらず，１ 以上（ 入所者の数が １０ ０ま た
は その端数 を増すご とに１を標準とす る。） とする。
第 １５３条 第１項第 ６号ただし書中「 指定介 護老人福祉施 設」 の後 ろ

に「 または指 定地域密 着型介護老人福祉施設」を加える。
第 １６７条 ただし書 中「管埋上」を「 管理上 」に改める。
第 １７７条 第２項に 次の１号を加える 。
(7) 次条に おいて準 用する第１０６条 第２項 に規定する報 告， 評価 ，
要望，助 言等の記 録
第 １８１条 第１項第 ３号ただし書中「 指定介 護老人福祉施 設」 の後 ろ
に「 または指 定地域密 着型介護老人福祉施設」を加える。
「 第９章

複合型サ ービス」を「第９ 章

看 護小規模多機 能型 居宅 介

護」 に改める 。
第 １９１条 中「（以 下「指定複合型サ ービス 」という。） 」を 「（ 施
行規 則第１７ 条の１０ に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。
以下 この章に おいて「 指定看護小規模多機能型居宅介護」という。）」
に改 める。
第 １９２条 第１項中 「指定複合型サー ビスの 」を「指定看 護小 規模 多
機能 型居宅介 護の」に ，「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小
規模 多機能型 居宅介護 事業者」に，「指定複合型サービス事業所」を「
指定 看護小規 模多機能 型居宅介護事業所」に，「複合型サービス従業者」
を「 看護小規 模多機能 型居宅介護従業者」に，「指定複合型サービスを」
を「 指定看護 小規模多 機能型居宅介護を」に，「指定複合型サービス事

業を 」を「指 定看護小 規模多機能型居宅介護を」に，「行う複合型サー
ビス 」を「行 う指定看 護小規模多機能型居宅介護」に改め，同条第３項
およ び第４項 中「複合 型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅
介護 従業者」 に改め， 同条第６項中「指定複合型サービス事業所」を「
指定 看護小規 模多機能 型居宅介護事業所」に，「行う指定複合型サービ
ス」 を「行う 指定看護 小規模多機能型居宅介護」に，「複合型サービス
従業 者」を「 看護小規 模多機能型居宅介護従業者」に改め，同条第７項
各号 列記以外 の部分中 「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規
模多 機能型居 宅介護事 業所」に，「複合型サービス従業者」を「看護小
規模 多機能型 居宅介護 従業者」に改め，同条第８項中「指定複合型サー
ビス 事業者」 を「指定 看護小規模多機能型居宅介護事業者」に，「複合
型サ ービス計 画」を「 看護小規模多機能型居宅介護計画」に，「指定複
合型 サービス 事業所」 を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に
改め ，同条第 １０項中 「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型
サー ビス事業 者（指定 地域密着型サービスに該当する複合型サービス（
以下 「指定複 合型サー ビス」という。）の事業を行う者をいう。以下同
じ。 ）が」に ，「指定 複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型
居宅 介護の」 に改める 。
第 １９３条 第１項中 「指定複合型サー ビス事 業者」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業者」に，「指定複合型サービス事業所」を「指
定看 護小規模 多機能型 居宅介護事業所」に改める。
第 １９４条 の見出し を「（指定看護小 規模多 機能型居宅介 護事 業者 の
代表 者）」に 改め，同 条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護
小規 模多機能 型居宅介 護事業者」に改め，「指定複合型サービス事業所」
の後 ろに「（ 指定複合 型サービスの事業を行う事業所をいう。）」を加
える 。
第 １９５条 第１項中 「指定複合型サー ビス事 業所」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業所」に，「２５人」を「２９人」に改め，同条
第２ 項各号列 記以外の 部分中「指定複合型サービス事業所」を「指定看
護小 規模多機 能型居宅 介護事業所」に改め，同項第１号中「１５人」の

後ろ に「（登 録定員が ２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護
事業 所にあっ ては，登 録定員に応じて，次の表に定める利用定員）」を
加え ，同号に 次の表を 加える。

登録定員

利用定 員

２６人また は２７ 人

１ ６人

２８人

１ ７人

２９人

１ ８人

第 １９６条 第１項中 「指定複合型サー ビス事 業所」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業所」に，「指定複合型サービスの」を「指定看
護小 規模多機 能型居宅 介護の」に改め，同条第２項第２号イ中「指定複
合型 サービス 事業所」 を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に
改め ，同条第 ３項中「 指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機
能型 居宅介護 の」に改 め，同条第４項中「指定複合型サービス事業所」
を「 指定看護 小規模多 機能型居宅介護事業所」に改める。
第 １９７条 の見出し および同条第１項 中「指 定複合型サー ビス 」を 「
指定 看護小規 模多機能 型居宅介護」に改め，同条第２項中「指定複合型
サー ビス事業 者」を「 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に，「
指定 複合型サ ービスの 」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に，
「行 うととも に，定期 的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に
改め る。
第 １９８条 の見出し ，同条各号列記以 外の部 分ならびに同 条第 １号 お
よび 第２号中 「指定複 合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅
介護 」に改め ，同条第 ３号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規
模多 機能型居 宅介護」 に，「複合型サービス計画」を「看護小規模多機
能型 居宅介護 計画」に 改め，同条第４号中「複合型サービス従業者」を
「看 護小規模 多機能型 居宅介護従業者」に，「指定複合型サービス」を
「指 定看護小 規模多機 能型居宅介護」に改め，同条第５号中「指定複合
型サ ービス事 業者」を 「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に，

「指 定複合型 サービス の」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に
改め ，同条第 ６号中「 指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模
多機 能型居宅 介護事業 者」に改め，同条第７号中「指定複合型サービス」
を「 指定看護 小規模多 機能型居宅介護」に改め，同条第８号中「指定複
合型 サービス 事業者」 を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に
改め ，同条第 ９号中「 指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能
型居 宅介護」 に，「複 合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅
介護 計画」に 改める。
第 １９９条 第１項中 「指定複合型サー ビス事 業所」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業所」に改め，同条第２項中「指定複合型サービ
ス事 業者」を 「指定看 護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め，同条
第３ 項中「指 定複合型 サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居
宅介 護事業者 」に，「 複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居
宅介 護計画」 に，「複 合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居
宅介 護報告書 」に改め ，同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を
「指 定看護小 規模多機 能型居宅介護事業所」に，「複合型サービス報告
書」 を「看護 小規模多 機能型居宅介護報告書」に改める。
第 ２００条 の見出し を「（看護小規模 多機能 型居宅介護計 画お よび 看
護小 規模多機 能型居宅 介護報告書の作成）」に改め，同条第１項中「指
定複 合型サー ビス事業 所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」
に， 「複合型 サービス 計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に，
「複 合型サー ビス報告 書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に
改め ，同条第 ２項およ び第３項中「複合型サービス計画」を「看護小規
模多 機能型居 宅介護計 画」に改め，同条第４項中「複合型サービス従業
者」 を「看護 小規模多 機能型居宅介護従業者」に，「複合型サービス計
画」 を「看護 小規模多 機能型居宅介護計画」に改め，同条第５項から第
８項 までの規 定中「複 合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅
介護 計画」に 改め，同 条第９項および第１０項中「複合型サービス報告
書」 を「看護 小規模多 機能型居宅介護報告書」に改める。
第 ２０１条 第１項中 「複合型サービス 従業者 」を「看護小 規模 多機 能

型居 宅介護従 業者」に ，「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多
機能 型居宅介 護」に改 め，同条第２項中「複合型サービス従業者」を「
看護 小規模多 機能型居 宅介護従業者」に改める。
第 ２０２条 第１項中 「指定複合型サー ビス事 業者」を「指 定看 護小 規
模多 機能型居 宅介護事 業者」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中
「指 定複合型 サービス 事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事
業者 」に，「 指定複合 型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅
介護 の」に改 め，同項 第２号中「複合型サービス計画」を「看護小規模
多機 能型居宅 介護計画 」に改め，同項第５号中「複合型サービス報告書」
を「 看護小規 模多機能 型居宅介護報告書」に改める。
第 ２０３条 中「指定 複合型サービス」 を「指 定看護小規模 多機 能型 居
宅介 護」に， 「複合型 サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介
護従 業者」に ，「第８ ３条第６項各号」を「第８３条第６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。

（ 介護予防 訪問介護 に関する経過措置 ）
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 スに つい て
は ，改正前 の函館市 指定地域密着型サ ービス 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（ 以下「 旧指定地域密 着型 サー ビ
ス 基準条例 」という 。）第７条第２項 の規定 は，なおその 効力 を有 す

る。
（ 介護予防 通所介護 に関する経過措置 ）
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 については，旧指 定地域 密着型サービ ス基 準条 例
第 １５２条 第１３項 の規定は，なおそ の効力 を有する。

（ 提案理由 ）
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 の
一部 改正に伴 い，指定 小規模多機能型居宅介護事業の人員，設備および
運営 の基準に 関する規 定，指定看護小規模多機能型居宅介護事業の人員，
設備 および運 営の基準 に関する規定等を整備するため

