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   第１章 総則  

 （趣旨）  

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

２条第１項第２号、第４７条第１項第２号、第５４条第１項第２号、第５９条第１項第

１号、第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）、

第７４条第１項及び第２項、第７８条の２第１項及び第４項第１号（法第７８条の１２

において準用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）、第７８条の

４第１項及び第２項、第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する

場合を含む。）、第８１条第１項及び第２項、第８６条第１項（法第８６条の２第４項

において準用する場合を含む。）、第８８条第１項及び第２項、第９７条第１項から第

３項まで、第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において準用する法第７

０条の２第４項において準用する場合を含む。）、第１１５条の４第１項及び第２項、

第１１５条の１２第２項第１号（法第１１５条の２１において準用する法第７０条の２

第４項において準用する場合を含む。）、第１１５条の１４第１項及び第２項、第１１

５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において準用するほう第７０条の２第４



項において準用する場合を含む。）、第１１５条の２４第１項及び第２項並びに健康保

険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２６条の規定による改正前の法

（以下「旧法」という。）第１１０条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

   第２章 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等  

 （指定居宅サービス事業者の指定に係る申請者の要件）  

第２条 法第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合を含

む。）の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）法人であること。ただし、病院、診療所若しくは薬局によ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期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この

限りでない。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは同条第２号に規定

する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下これらを「暴力団関係

者」という。）又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。  

 （指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）  

第３条 法第７４条第１項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第２項

の条例で定める基準は、次条から第６条までに定めるところによる。  

 （指定居宅サービスの事業に係る一般原則）  

第４条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場

に立ってサービスの提供に努めなければならない。  

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域

との結び付きを重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の居宅サービス事業

を行う者（以下「居宅サービス事業者」という。）その他の保健医療サービス又は福祉

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。  

 （指定居宅サービスの事業に係る記録の整備等）  

第５条 指定居宅サービス事業者は、利用者に対する指定居宅サービスの提供に関する記

録で規則で定めるものを整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。  

 （指定居宅サービスの事業に係るその他の基準）  

第６条 前２条に定めるものを除くほか、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。）に定めると

おりとする。  

 （基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）  

第７条 法第４２条第１項第２号の条例で定めるものは、次条及び第９条に定めるところ

による。  

 （準用）  



第８条 第５条の規定は、基準該当居宅サービスの事業を行う者について準用する。この

場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当居宅サービス」と

読み替えるものとする。  

 （基準該当居宅サービスの事業に係るその他の基準）  

第９条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準は、指定居宅サービス等基準省令に定めるとおりとする。  

   第３章 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等  

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る入所定員）  

第１０条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。  

 （指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件）  

第１１条 法第７８条の２第４項第１号（法第７８条の１２において準用する法第７０条

の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、次に掲げる要件の全

てを満たす者とする。 

（１）法人であること。 

（２）役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。 

 （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）  

第１２条 法第７８条の４第１項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条

第２項の条例で定める基準は、次条及び第１４条に定めるところによる。  

 （準用）  

第１３条 第４条及び第５条の規定は、指定地域密着型サービス事業者について準用する。

この場合において、第４条第２項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着

型サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者（以下「居宅サービス事業者」とい

う。）」とあるのは「地域密着型サービスを行う者又は居宅サービス事業を行う者」と、

第５条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス」と読み替えるも

のとする。  

 （その他の基準）  

第１４条 前条に定めるものを除くほか、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は、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（平成１８年厚生労働省令第３４号）に定めるとおりとする。  

   第４章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準  

 （指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件）  

第１５条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場合を含

む。）の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）法人であること。 

（２）役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。 

 （指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営等に関する基準）  

第１６条 法第８１条第１項の条例で定める員数及び同条第２項の条例で定める基準は、

次条から第１９条までに定めるところによる。  

（指定居宅介護支援の事業に係る基本方針） 

第１７条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利



用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様

な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サ

ービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよ

う、公正中立に行われなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援セ

ンター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援

事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。 

 （準用）  

第１８条 第５条の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合にお

いて、第５条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定居宅介護支援」と読み替える

ものとする。  

 （その他の基準）  

第１９条 前条に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。）に定めるとおり

とする。  

 （基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営等に関する基準）  

第２０条 法第４７条第１項第２号の条例で定めるものは、次条及び第２２条に定めると

ころによる。  

 （準用）  

第２１条 第５条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者について準用する。

この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当居宅介護支

援」と読み替えるものとする。  

 （基準該当居宅介護支援の事業に係るその他の基準）  

第２２条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に

関する基準は、指定居宅介護支援等基準省令に定めるとおりとする。  

   第５章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等  

 （指定介護老人福祉施設の指定に係る入所定員）  

第２３条 法第８６条第１項（法第８６条の２第４項において準用する場合を含む。）の

条例で定める数は、３０人以上とする。  

 （指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準）  

第２４条 法第８８条第１項の条例で定める員数及び同条第２項の条例で定める基準は、

次条から第２９条までに定めるところによる。  

 （指定介護老人福祉施設の基本方針）  



第２５条 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設（指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「指定介

護老人福祉施設基準省令」という。）第３８条に規定するユニット型指定介護老人福祉

施設をいう。以下同じ。）を除く。以下この条において同じ。）は、施設サービス計画

に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食

事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。  

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立っ

て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。  

３ 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを

重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業を行う者（以下「居宅介護支援事業

者」という。）、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又

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。  

 （ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針）  

第２６条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅に

おける生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続

したものとなるよう配慮しながら、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会

生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話

を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日

常生活を営むことを支援しなければならない。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。

この場合において、同条第２項中「入所者」とあるのは、「入居者」と読み替えるもの

とする。  

 （居室の定員）  

第２７条 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。）の一の居

室の定員は、１人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、２人以上４人以下とす

ることができる。  

 （準用）  

第２８条 第５条の規定は、指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、

同条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入所者又は入居者に対する

指定介護福祉施設サービス」と読み替えるものとする。  

 （その他の基準）  

第２９条 第２５条から前条までに定めるものを除くほか、指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準は、指定介護老人福祉施設基準省令に定めるとおりとする。  

   第６章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準  

 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準）  

第３０条 法第９７条第１項の条例で定める施設、同条第２項の条例で定める員数及び同

条第３項の条例で定める基準は、次条から第３４条までに定めるところによる。  

 （介護老人保健施設の基本方針）  



第３１条 介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設（介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「介護老人

保健施設基準省令」という。）第３９条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。

以下同じ。）を除く。以下この条において同じ。）は、施設サービス計画に基づき、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなけ

ればならない。  

２ 第２５条第２項及び第３項の規定は、介護老人保健施設について準用する。この場合

において、同条第２項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは、「介護保健施設サ

ービス」と読み替えるものとする。  

 （ユニット型介護老人保健施設の基本方針）  

第３２条 ユニット型介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅におけ

る生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他

必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。  

２ 第２５条第２項及び第３項の規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。

この場合において、同条第２項中「入所者」とあるのは「入居者」と、「指定介護福祉

施設サービス」とあるのは「介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。  

 （準用）  

第３３条 第５条の規定は、介護老人保健施設について準用する。この場合において、同

条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入所者又は入居者に対する介

護保健施設サービス」と読み替えるものとする。  

 （その他の基準）  

第３４条 前３条に定めるものを除くほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び

に運営に関する基準は、介護老人保健施設基準省令に定めるとおりとする。  

   第７章 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等  

 （指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件）  

第３５条 法１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において準用する法第７０

条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定により条例で定められる者は、次

に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）法人であること。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる介護予防居宅

療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪

問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所

療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 

（２）暴力団員若しくは暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体で

ないこと。 

 （指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）  

第３６条 法第１１５条の４第１項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同



条第２項の条例で定める基準は、次条及び第３８条に定めるところによる。  

 （準用）  

第３７条 第４条及び第５条の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。

この場合において、第４条第２項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定介護予防

サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者（以下「居宅サービス事業者」とい

う。）」とあるのは「介護予防サービス事業を行う者」と、第５条中「指定居宅サービ

ス」とあるのは「指定介護予防サービス」と読み替えるものとする。  

 （指定介護予防サービスの事業に係るその他の基準）  

第３８条 前条に定めるものを除くほか、指定介護予防サービスの事業の人員、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。）に定めるとおりと

する。  

 （基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準）  

第３９条 法第５４条第１項第２号の条例で定めるものは、次条及び第４１条に定めると

ころによる。  

 （準用）  

第４０条 第５条の規定は、基準該当介護予防サービスの事業を行う者について準用する。

この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当介護予防サー

ビス」と読み替えるものとする。  

 （基準該当介護予防サービスの事業に係るその他の基準）  

第４１条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準は、指定介護予防サービス等基準省令に定めるとおりとする。  

   第８章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する

基準等  

 （指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件）  

第４２条 法第１１５条の１２第２項第１号（法第１１５条の２１において準用する法第

７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定により条例で定める者は、次

に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）法人であること。 

（２）役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。 

 （指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準）  

第４３条 法第１１５条の１４第１項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び

同条第２項の条例で定める基準は、次条及び第４５条に定めるところによる。  

 （準用）  

第４４条 第４条及び第５条の規定は、指定地域密着型介護予防サービス事業者について

準用する。この場合において、第４条第２項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指

定地域密着型介護予防サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者（以下「居宅サー



ビス事業者」という。）」とあるのは「地域密着型介護予防サービス事業を行う者又は

介護予防サービス事業を行う者」と、第５条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定

地域密着型介護予防サービス」と読み替えるものとする。  

 （その他の基準）  

第４５条 前条に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防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は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防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（平成１８年厚生労働省令第３６号）に定めるとおりとする。  

   第９章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準  

 （指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件）  

第４６条 法第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において準用する法第

７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定により条例で定める者は、次

に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）法人であること。 

（２）役員に暴力団関係者がいる法人でないこと。 

 （指定介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準）  

第４７条 法第１１５条の２４第１項の条例で定める員数及び同条第２項の条例で定める

基準は、次条から第５０条までに定めるところによる。  

（指定介護予防支援の事業に係る基本方針） 

第４８条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければなら

ない。 

２ 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するた

めに、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事

業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければな

らない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予

防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型

介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければ

ならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援セ

ンター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援

事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域にお

ける様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。 

 （準用）  

第４９条 第５条の規定は、指定介護予防支援事業者について準用する。この場合にお

いて、第５条中「指定居宅サービス」とあるのは「指定介護予防支援」と読み替える



ものとする。  

 （その他の基準）  

第５０条 前条に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

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

は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並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（平成１８年厚生労働省令第３７号。

以下「指定介護予防支援等基準省令」という。）に定めるとおりとする。  

 （基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準）  

第５１条 法第５９条第１項第１号の条例で定めるものは、次条及び第５３条に定めると

ころによる。  

 （準用）  

第５２条 第５条の規定は、基準該当介護予防支援の事業を行う者について準用する。

この場合において、同条中「指定居宅サービス」とあるのは、「基準該当介護予防支

援」と読み替えるものとする。  

 （基準該当介護予防支援の事業に係るその他の基準）  

第５３条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営

並びに基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準は、指定介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。  

   第１０章 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準  

 （指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準）  

第５４条 旧法第１１０条第１項の条例で定める員数及び同条第２項の条例で定める基準

は、次条から第５８条までに定めるところによる。  

 （指定介護療養型医療施設の基本方針）  

第５５条 指定介護療養型医療施設（ユニット型指定介護療養型医療施設（健康保険法等

の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号。以下「指定介護療養型医療施設基準省

令」という。）第３７条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同

じ。）を除く。以下この条において同じ。）は、長期にわたる療養を必要とする要介護

者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下におけ

る介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなら

ない。  

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場

に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。  

３ 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービ

ス又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。  

 （ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針）  

第５６条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅



における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連

続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおい

て入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければ

ならない。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用す

る。  

 （準用）  

第５７条 第５条の規定は、指定介護療養型医療施設について準用する。この場合におい

て、同条中「利用者に対する指定居宅サービス」とあるのは、「入院患者に対する指定

介護療養施設サービス」と読み替えるものとする。  

 （その他の基準）  

第５８条 前３条に定めるものを除くほか、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営に関する基準は、指定介護療養型医療施設基準省令に定めるとおりとする。  

 

 

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

 （記録の保存に係る経過措置）  

２ 施行日前に完結した第５条（第８条、第１３条、第２０条、第２５条、第２９条、第

３６条及び第４１条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に掲げ

る記録の保存に係る第５条の規定の適用については、同条中「５年間」とあるのは、

「２年間」とする。  

 （指定介護老人福祉施設の居室の定員に係る経過措置）  

３ 施行日において現に法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受けている介護老

人福祉施設の建物（施行日以後に増築され、又は改築された部分を除く。）に係る第１

９条の規定の適用については、同条中「１人とする。ただし、市長が必要と認める場合

は、２人以上４人以下とすることができる」とあるのは、「４人以下」とする。  

４ 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設基準省令附則第４条第１項に規定す

る建物に係る第１９条の規定の適用については、同条中「１人とする。ただし、市長が

必要と認める場合は、２人以上４人以下とすることができる」とあるのは、「原則とし

て４人以下とする」とする。  

５ 指定介護老人福祉施設基準省令附則第４条第２項に規定する特別養護老人ホームにつ

いて前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として４人」とあるのは、

「８人」とする。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



 （記録の保存に係る経過措置） 

２ 施行日前に完結した改正後の豊田市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等

に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第１８条、第２１条、第４９

条及び第５２条において準用する新条例第５条に掲げる記録の保存に係る第５条の規定

の適用については、同条中「５年間」とあるのは、「２年間」とする。  

 


