（報告等）

事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県

の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができ
る。
（報告等）

事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業

は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス

者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又

を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業

た者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示

業者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であっ

指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従

に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に

当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事

若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった

定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業

関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指

第七十六条 指定都市の市長又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給 第七十六条 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に

に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件

検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

とを勧告することができる。

者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこ

号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業

て第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者

第七十六条の二 指定都市の市長は、指定居宅サービス事業者が、次の各 第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号

て第七十四条第一項の指定都市の条例で定める基準又は同項の指定都
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市の条例で定める員数を満たしていない場合 当該指定都市の条例で

定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で
三・四 （略）

定める基準又は当該指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
三・四 （略）
勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなか

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
ったときは、その旨を公表することができる。

きは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に

ス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービ ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス

係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

に通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（指定の取消し等）

若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の指定都市の条例

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識

一・二 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

いては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指

で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことが

若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の都道府県の条例

三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識

一・二 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定

第七十七条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

で定める基準又は同項の指定都市の条例で定める員数を満たすことが
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できなくなったとき。
四～十三 （略）

できなくなったとき。
四～十三 （略）

ばならない。

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長に通知しなけれ

ス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

（公示）

ならない。

の旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ

ス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（公示）

ス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生

第七十八条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サー 第七十八条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービ
ビス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚

労働省令で定める事項を公示しなければならない。

第七十九条 （略）

（指定居宅介護支援事業者の指定）

第四節 指定居宅介護支援事業者

一～三 （略）

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もに、これを公
示しなければならない。
一～三 （略）
第四節 指定居宅介護支援事業者
（指定居宅介護支援事業者の指定）
第七十九条 （略）

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

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

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日か

一～六 （略）

ずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

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

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

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

ら聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日か

一～六 （略）

れかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

２ 指定都市の市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のい ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいず

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
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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

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

通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条

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

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

知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条第

七・八 （略）

を経過しないものであるとき。

七・八 （略）

（変更の届出等）

年を経過しないものであるとき。

（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介護支援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介護支援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

第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及 第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、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 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、 ２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、
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。

第八十二条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅介護支援事業者

（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】

による第八十一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、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居

宅介護支援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介

護支援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、同一の指定居宅介護支援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、
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（報告等）

当該指定居宅介護支援事業者による第八十一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

事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県

の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができ
る。
（報告等）

せ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事

であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ

しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者

しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若

て「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若

若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項におい

、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者

所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳

、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務

あった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ

くは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者で

くは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若し

「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若し

しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において

指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若

第八十三条 指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは 第八十三条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、

務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その

簿書類その他の物件を検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

とを勧告することができる。

者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこ

号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業

一～三 （略）

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者

第八十三条の二 指定都市の市長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各 第八十三条の二 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号

一～三 （略）

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
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ったときは、その旨を公表することができる。

勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなか

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

きは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に

援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援

係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

に通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長

援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支 ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支

（指定の取消し等）

することができる。

取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止

いては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を

一～十二 （略）

ることができる。

り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す

ては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取

第八十四条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第八十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

一～十二 （略）

事業所の所在地の指定都市の市長に通知しなければならない。

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る

規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前

（公示）

事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る

規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前

２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の ２ 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の

（公示）

第八十五条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護 第八十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支
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令で定める事項を公示しなければならない。

支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省
一～三 （略）

で定める事項を公示しなければならない。

援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令

（指定介護老人福祉施設の指定）

第一款 指定介護老人福祉施設

第五節 介護保険施設

一～三 （略）
第五節 介護保険施設
第一款 指定介護老人福祉施設
（指定介護老人福祉施設の指定）

うち、その入所定員が三十人以上であって指定都市の条例で定める数で

ころにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの

あるものの開設者の申請があったものについて行う。

うち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数で

ころにより、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの

第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めると 第八十六条 第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めると

あるものの開設者の申請があったものについて行う。

退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）

当該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞

該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における

ところにより指定都市の市長が当該特別養護老人ホームの開設者に当

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

第九十二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

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

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定に

一～五 （略）

第一号の指定をしてはならない。

老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項

、当該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

をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で

該特定の日をいう。）までの間に第九十一条の規定による指定の辞退

検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当

ところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該

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

第九十二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

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

五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定に

一～五 （略）

一号の指定をしてはならない。

人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第

２ 指定都市の市長は、前項の申請があった場合において、当該特別養護 ２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老

で、当該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
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き。
六・七 （略）

。
六・七 （略）

３ 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定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。

護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有

しなければならない。

護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有

第八十八条 指定介護老人福祉施設は、指定都市の条例で定める員数の介 第八十八条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介
しなければならない。

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、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に ２ 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に
関する基準は、指定都市の条例で定める。
ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に

ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に

３ 指定都市が前二項の条例を定めるに当たっては次に掲げる事項につい ３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては次に掲げる事項につい
ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一～三 （略）

（変更の届出）

４～６ （略）

一～三 （略）
４～６ （略）
（変更の届出）

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ければ

生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める

らない。

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ればな

生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める

第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚 第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚

ならない。

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）
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【引き続き都道府県が実施】

（報告等）

第八十九条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の

開設者による第八十八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、当該指定介護老人福祉施設の開設者及

び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整

又は当該指定介護老人福祉施設の開設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、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以

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、当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第四項に規

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

該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設

者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援
助を行うことができる。
（報告等）

施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある

に対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉

若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者

を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者

た者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示

その長その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であっ

指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくは

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるこ

設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場

対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施

しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に

命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

の長その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であった

定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはそ

第九十条 指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、 第九十条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指

場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる

とができる。
２ （略）

ことができる。
２ （略）
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（勧告、命令等）

（勧告、命令等）

一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員につい

きことを勧告することができる。

開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべ

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の

て第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない

一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員につい

ことを勧告することができる。

設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべき

掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開

第九十一条の二 指定都市の市長は、指定介護老人福祉施設が、次の各号 第九十一条の二 都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、次の各号に

て第八十八条第一項の指定都市の条例で定める員数を満たしていない

場合 当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

場合 当該指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従

なかったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わ

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
わなかったときは、その旨を公表することができる。

ったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて

祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

たときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、

施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉

、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

都市の市長に通知しなければならない。

ると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の指定

護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

（指定の取消し等）

府県知事に通知しなければならない。

ると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道

護老人福祉施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当す

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介

（指定の取消し等）

第九十二条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお 第九十二条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい
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事する従業者の人員について、第八十八条第一項の指定都市の条例で

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従

一 （略）

停止することができる。

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

いては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指

定める員数を満たすことができなくなったとき。

事する従業者の人員について、第八十八条第一項の都道府県の条例で

二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従

一 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定

三～十二 （略）

定める員数を満たすことができなくなったとき。
三～十二 （略）
第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設につい

て、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定

第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設につい

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条
て、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定

介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

（公示）

介護老人福祉施設の所在地の指定都市の市長に通知しなければならない
。
（公示）

祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚

第九十三条 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人 第九十三条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福
福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の

生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

（開設許可）

第二款 介護老人保健施設

一～三 （略）

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もに、これを
公示しなければならない。
一～三 （略）
第二款 介護老人保健施設
（開設許可）

定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で 第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で
定めるところにより、指定都市の市長の許可を受けなければならない。
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この場合において、指定都市の市長は、許可をしようとするときは、あ
らかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない。
２ （略）

２ （略）

各号（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当す

ときは、前二項の許可を与えることができない。

号（前項の申請にあっては、第二号又は第三号）のいずれかに該当する

３ 指定都市の市長は、前二項の許可の申請があった場合において、次の ３ 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各
るときは、前二項の許可を与えることができない。

三～七 （略）

一 （略）

三～七 （略）

七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴

一 （略）

七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞

聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察

決定予定日（当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可

許可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

二 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察室

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

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事が当

室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項

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市長が当該申請

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知した

及び機能訓練室並びに指定都市の条例で定める施設又は同条第二項の厚

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知した場合にお

場合における当該特定の日をいう。）までの間に第九十九条第二項の

の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。

ける当該特定の日をいう。）までの間に第九十九条第二項の規定による

規定による廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由がある

生労働省令及び指定都市の条例で定める人員を有しないとき。

廃止の届出をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）

者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので
八～十一 （略）

あるとき。

で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

とする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。

４ 指定都市の市長は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しよ ４ 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しよう
うとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があっ

場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条第

係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の申請があった

５ 指定都市の市長は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加 ５ 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可（入所定員の増加に
た場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域（第百十八条

90

に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項

なると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成

に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることに

護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請

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介

老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府

第二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護

許可を与えないことができる。

支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の

ると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に

係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることにな

老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に

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

人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県

二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護老

（介護老人保健施設の管理）

い。

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

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

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

６ 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするとき

の許可を与えないことができる。

（介護老人保健施設の管理）

医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。

第九十五条 介護老人保健施設の開設者は、指定都市の市長の承認を受け 第九十五条 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた
た医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
市長の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させる

とができる。

事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させるこ

２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、指定都市の ２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知
ことができる。

養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、指定都市の条例で定める施

設を有しなければならない。

養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施

第九十七条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療 第九十七条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療
設を有しなければならない。

ほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の

２ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の ２ 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の
ほか、指定都市の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の
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業務に従事する従業者を有しなければならない。

業務に従事する従業者を有しなければならない。

する基準は、都道府県の条例で定める。

３ 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関 ３ 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設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。
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、その他の事項

については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

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、その他の事項

４ 指定都市が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ ４ 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項につ
については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

５～７ （略）

一・二 （略）

５～７ （略）

（広告制限）

一・二 （略）

（広告制限）

ない。

るを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら

一～三 （略）

ない。

るを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら

第九十八条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によ 第九十八条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によ

一～三 （略）

四 その他都道府県知事の許可を受けた事項

（変更の届出等）

２ （略）

四 その他指定都市の市長の許可を受けた事項
２ （略）
（変更の届出等）

護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより

の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介

る許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他

、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより

の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介

る許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他

第九十九条 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定によ 第九十九条 介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定によ

、十日以内に、その旨を指定都市の市長に届け出なければならない。
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けれ

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

２ 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は ２ 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は
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なけ
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ればならない。

【引き続き都道府県が実施】

（報告等）

ばならない。

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

第九十九条の二 都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設

者による第九十七条第五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、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介

護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護

老人保健施設の開設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、同一の介護老人保健施設の開設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

、当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第五項に規定する便

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

県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都

道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うこと
ができる。
（報告等）

老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係の

健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護

人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保

告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老

他の従業者（以下「介護老人保健施設の開設者等」という。）に対し報

護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その

る場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を

人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のあ

施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老

保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健

若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人

の従業者（以下「介護老人保健施設の開設者等」という。）に対し報告

老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他

第百条 指定都市の市長又は市町村長は、必要があると認めるときは、介 第百条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護

ある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件
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を検査させることができる。
２ （略）

検査させることができる。
２ （略）

通知しなければならない。

必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を指定都市の市長に

二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる

立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百

老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に

は提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護

（設備の使用制限等）

知しなければならない。

必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通

二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる

立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百

老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に

は提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護

３ 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しく ３ 第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しく

（設備の使用制限等）

を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

て、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限

なくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定め

設の設備及び運営に関する基準（設備に関する部分に限る。）に適合し

施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施

規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに指定都市の条例で定める

（変更命令）

定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を

くなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて

の設備及び運営に関する基準（設備に関する部分に限る。）に適合しな

設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設

定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施

第百一条 指定都市の市長は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に 第百一条 都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に規

（変更命令）

設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を

施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施

ずることができる。

の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命

設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設

第百二条 指定都市の市長は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健 第百二条 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施

命ずることができる。

ついて、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する指定都市の市長の権限に属する事務 ２ 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務に
について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を
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（業務運営の勧告、命令等）

同項の事務を行うことを指示することができる。

確保するため緊急の必要があると認めるときは、指定都市の市長に対し

（業務運営の勧告、命令等）

の事務を行うことを指示することができる。

保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項

一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生

ることができる。

期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告す

合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、

労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当

一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生

ことができる。

限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告する

に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期

第百三条 指定都市の市長は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場 第百三条 都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合

労働省令又は指定都市の条例で定める員数を満たしていない場合 当

該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

該厚生労働省令又は指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わ

かったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わな

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
なかったときは、その旨を公表することができる。

告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停

ときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧

設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

を命ずることができる。

に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止

きは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告

の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設

止を命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。

るときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の指定都市の市長に

健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認め

知しなければならない。

るときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通

健施設について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認め

５ 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保 ５ 市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保

通知しなければならない。
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（許可の取消し等）

（許可の取消し等）

ができる。

、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止すること

ては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し

一～十二 （略）

できる。

又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することが

は、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、

第百四条 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第百四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において

一～十二 （略）

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健

に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項

施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健

に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項

２ 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付 ２ 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付

施設の所在地の指定都市の市長に通知しなければならない。

し同項の事務を行うことを指示することができる。

を確保するため緊急の必要があると認めるときは、指定都市の市長に対

務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全

（公示）

項の事務を行うことを指示することができる。

確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同

について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を

３ 厚生労働大臣は、第一項に規定する指定都市の市長の権限に属する事 ３ 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務

（公示）

施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の

第百四条の二 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該介護老人保 第百四条の二 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該介護老人保健
健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他

厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

（指定介護予防サービス事業者の指定）

第六節 指定介護予防サービス事業者

一～三 （略）

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もに、これ
を公示しなければならない。
一～三 （略）
第六節 指定介護予防サービス事業者
（指定介護予防サービス事業者の指定）
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第百十五条の二 （略）

第百十五条の二 （略）

の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号

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

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

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

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

除く。）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定を

申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を

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

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

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

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

を除く。）のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定

してはならない。

三～七 （略）

をしてはならない。

三～七 （略）

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた

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、第百十五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百十五条の九第一

一 申請者が指定都市の条例で定める者でないとき。

日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一

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

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、第百

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

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、第百

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指

道府県知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

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道府県

定都市の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

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定都市

定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業

の条例で定める員数を満たしていないとき。

百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事

の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から

の条例で定める員数を満たしていないとき。

業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日か

起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （略）

ら起算して五年を経過しないものであるとき。
八～十一 （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。
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数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならな

ごとに、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
い。

数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならな

ごとに、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

第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所 第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所

い。
ための効果的な支援の方法に関する基準及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は、都道府県の条例で定める。

ための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事

２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防の ２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防の
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

基準を参酌するものとする。

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

基準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）

生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を指定都市の市

、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚

の名称及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

に届け出なければならない。

生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事

、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚

の名称及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

第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所 第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所

長に届け出なければならない。

より、そ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

廃止し、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

届け出なければならない。

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

廃止し、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

２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を ２ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を

に届け出なければならない。

98

【引き続き都道府県が実施】

（報告等）

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）

第百十五条の六 都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事

業者による第百十五条の四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、当該指定介護予防サービス事業者及

び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防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介護予防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、同一の指定介護予防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、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第四項に規

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

該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者

に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助
を行うことができる。
（報告等）

者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若し

定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった

提出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指

ビス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の

る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防サー

若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係

支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者

は当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所そ

等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく

に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者

出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定

ス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提

事業所の従業者であった者（以下この項において「指定介護予防サービ

しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る

給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若

第百十五条の七 指定都市の市長又は市町村長は、介護予防サービス費の 第百十五条の七 都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支

くは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所
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その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

の他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設

（勧告、命令等）

２ （略）

設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

て第百十五条の四第一項の指定都市の条例で定める基準又は同項の指

一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

るべきことを勧告することができる。

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をと

の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サー

道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条

て第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都

一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

べきことを勧告することができる。

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をとる

各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービ

第百十五条の八 指定都市の市長は、指定介護予防サービス事業者が、次 第百十五条の八 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の

定都市の条例で定める員数を満たしていない場合 当該指定都市の条

例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）

例で定める基準又は当該指定都市の条例で定める員数を満たすこと。
二・三 （略）
勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わ

かったときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わな

２ 指定都市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
なかったときは、その旨を公表することができる。

たときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、そ

ービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

ときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その

ビス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった

３ 指定都市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サ ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サー

の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 指定都市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、そ ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
の旨を公示しなければならない。
防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府

防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当

５ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予 ５ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予
すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都
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（指定の取消し等）

市の市長に通知しなければならない。
（指定の取消し等）

県知事に通知しなければならない。

知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の指定都市

二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の

一 （略）

の効力を停止することができる。

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は一部

においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項

県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満た

知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の都道府

二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の

一 （略）

効力を停止することができる。

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は一部の

おいては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本

第百十五条の九 指定都市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合 第百十五条の九 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合に

の条例で定める基準又は同項の指定都市の条例で定める員数を満たすこ

すことができなくなったとき。
三～十二 （略）

とができなくなったとき。
三～十二 （略）

しなければならない。

きは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の指定都市の市長に通知

防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると

（公示）

なければならない。

きは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知し

防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めると

２ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予 ２ 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予

（公示）

防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その

第百十五条の十 指定都市の市長は、次に掲げる場合には、当該指定介護 第百十五条の十 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予
予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地そ

他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

第九節 業務管理体制の整備

一～三 （略）

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もに、
これを公示しなければならない。
一～三 （略）
第九節 業務管理体制の整備 ※大都市特例の対象外
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（業務管理体制の整備等）

第百十五条の三十二 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定

地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設

の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）は、第七十四条第五

項、第七十八条の四第七項、第八十一条第五項、第八十八条第五項、第

九十七条第六項、第百十条第五項、第百十五条の四第五項、第百十五条

の十四第七項又は第百十五条の二十四第五項に規定する義務の履行が確

保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備
しなければならない。

２ 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整

備に関する事項を届け出なければならない。

一 次号及び第三号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事
業者 都道府県知事

二 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみ

を行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所

（当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービ

スの種類が異なるものを含む。）が一の市町村の区域に所在するもの
市町村長

三 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設（当該

指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。）が

二以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大
臣
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第百十五条の三十三 （略）

３ 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た

事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞

なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町

村長（以下この節において「厚生労働大臣等」という。）に届け出なけ
ればならない。

４ 第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に

掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働

大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定め

るところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出
なければならない。

５ 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、

相互に密接な連携を図るものとする。
（報告等）

第百十五条の三十三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣

等は、当該届出を行った介護サービス事業者（同条第四項の規定による

届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行っ

た介護サービス事業者を除く。）における同条第一項の規定による業務

管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス

事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該

介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出

頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サ

ービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に

係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立

ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
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市町村長」という。）と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係

くは許可を行った市町村長（以下この項及び同条第五項において「関係

都道府県知事」という。）又は当該介護サービス事業者に係る指定若し

る指定若しくは許可を行った都道府県知事（次条第五項において「関係

接な連携の下に行うものとする。

いう。）と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密

った市町村長（以下この項及び同条第五項において「関係市町村長」と

都道府県知事」という。）又は当該介護サービス事業者に係る指定を行

る指定若しくは許可を行った都道府県知事（次条第五項において「関係

２ 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係 ２ 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係

市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

ス事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要が

長は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービ

整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村

る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の

めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行

における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認

長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者

整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村

る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の

３ 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係 ３ 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係

あると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の

うよう求めることができる。

第百十五条の三十五 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、

（介護サービス情報の報告及び公表）

第十節 介護サービス情報の公表

、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

５ 第二十四条第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について

知事又は市町村長に通知しなければならない。

で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県

は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令

４ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又

権限を行うよう求めることができる。
４・５ （略）

第十節 介護サービス情報の公表 ※大都市特例の対象外

第百十五条の三十五 （略）

指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老

人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、

104

２～４ （略）

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業

者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護

その他の厚生労働省令で定めるサービス（以下「介護サービス」という

。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは

、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サ

ービス情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又

は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は

利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用

する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働

省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供す

る事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければな
らない。

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で

定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

３ 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認め

るときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情

報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる
。

４ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若

しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事

業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又は

その調査を受けることを命ずることができる。
をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護サービス事業者の指定又

による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サ

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定

５ 都道府県知事は、介護サービス事業者に対して前項の規定による処分 ５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介
は許可をした指定都市の市長に通知しなければならない。
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６ （適用除外）

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予

防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者

若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設若しく

は介護老人保健施設の開設者が第四項の規定による命令に従わないとき

は、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護

予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護

老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許

可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその

し、又は期間を定めてその指定又は許可の全部若しくは一部の効力を停

わない場合において、当該介護サービス事業者の指定又は許可を取り消

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は一部の効力

指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

る命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、

護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定によ

７ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第四項の規定による命令に従 ７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介

指定又は許可をした指定都市の市長に通知しなければならない。

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を

その指定をした市町村長に通知しなければならない。
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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
（居宅介護サービス費の支給）

◎地方自治法第百七十四条の四十九の十一の二第二項による介護保険法の読替え

読
（居宅介護サービス費の支給）

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、中核市の市長が指定する者（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

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
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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

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」

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

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

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

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

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

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、

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

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

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）

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

２～

。
（略）

。
２～

（特例居宅介護サービス費の支給）

12

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

（特例居宅介護サービス費の支給）

12

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、

られる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項に

運営に関する基準のうち、中核市の条例で定めるものを満たすと認め

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及び

第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核市の条例で定める

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。

いて、必要があると認めるとき。

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。

三・四 （略）

必要があると認めるとき。
三・四 （略）

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 中核市が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号 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
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も

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

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め

める基準を参酌するものとする。

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標
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）

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

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

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

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、中核市の市長が指定する 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

計画費を支給する。
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２～８ （略）
（施設介護サービス費の支給）

２～８ （略）
（施設介護サービス費の支給）

一 中核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

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

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

定介護福祉施設サービス」という。）
二 （略）

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）

２～８ （略）
（介護予防サービス費の支給）

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

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

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、中核市

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

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

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
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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

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

（特例介護予防サービス費の支給）

２～８ （略）

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）

行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防サー

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により

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、中核

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び指

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サー

る第百十五条の四第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核

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。

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、

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

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。
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三・四 （略）

とき。
三・四 （略）

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め

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標

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も

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 中核市が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号 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

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）

３～５（略）

一～四 （略）
３～５（略）
（指定居宅サービス事業者の指定）

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
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

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

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
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、中核市の市長は、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
。

十一条第一項本文の指定をしてはならない。

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

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

十一条第一項本文の指定をしてはならない。

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 中核市の市長は、前項の申請があった場合において、第一号から第三 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

一 申請者が中核市の条例で定める者でないとき。
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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

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

三～七 （略）

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

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

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

三～七 （略）

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中核市の市

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

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第

十四条第一項の中核市の条例で定める基準及び同項の中核市の条例で

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

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。

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

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

定める員数を満たしていないとき。

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

を経過しないものであるとき。
八～十二 （略）

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 中核市が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定 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
める基準に従い定めるものとする。

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

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

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

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 中核市の市長は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特 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

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
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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

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

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

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 中核市の市長は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施 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

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

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

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

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
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

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

、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

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

しないことができる。

、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

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

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。
・随時対応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型

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 中核市の市長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回 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
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介
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圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込

により当該中核市が定める区域とする。以下この項において「日常生活

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号の規定

同じ。）において定める当該中核市又は当該定期巡回・随時対応型訪問

第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において

めるときは、当該中核市が定める市町村介護保険事業計画（第百十七条

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と認

護看護等事業所」という。）が当該中核市の区域にある場合その他の厚

事業を行う事業所（以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介

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該

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い

護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護

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

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

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

以下この項において同じ。）につき第一項の申請があった場合において

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

量を確保するため、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サー

、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

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

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

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

。

ビス（訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。

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

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

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

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

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

める条件を付することができる。

定によってこれを超えることになるとき。

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
。
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二 （略）
８ （適用除外）

二 （略）

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

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
。

中核市の条例で定める基準に従い中核市の条例で定める員数の当該指定

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、
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、中核市の条例で定める。

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基

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と

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

基準を参酌するものとする。

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 中核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で 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

準を参酌するものとする。

一～四 （略）

（変更の届出等）

４～６ （略）

一～四 （略）
４～６ （略）
（変更の届出等）
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

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
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
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ればならない。

定めるところにより、十日以内に、その旨を中核市の市長に届け出なけ
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

ければならない。

の廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を中核市の市長に届け出な

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

（報告等）

ければならない。

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、

（報告等）

定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業

関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指

者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった

定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業

関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指

第七十六条 中核市の市長又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に 第七十六条 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に

者であった者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった

若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は

当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

（勧告、命令等）

２ （略）

検査させることができる。
２ （略）
（勧告、命令等）

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者

を勧告することができる。

に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきこと

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者

第七十六条の二 中核市の市長は、指定居宅サービス事業者が、次の各号 第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号

を勧告することができる。
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条例で定める員数を満たしていない場合 当該中核市の条例で定める

て第七十四条第一項の中核市の条例で定める基準又は同項の中核市の

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で

て第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につい

一 （略）

三・四 （略）

基準又は当該中核市の条例で定める員数を満たすこと。
三・四 （略）
告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。

告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ

２ 中核市の市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧 ２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧
たときは、その旨を公表することができる。

は、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

る措置をとるべきことを命ずることができる。

は、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係

事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

３ 中核市の市長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス ３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス

る措置をとるべきことを命ずることができる。

旨を公示しなければならない。

４ 中核市の市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その ４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その
旨を公示しなければならない。

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の中核市の市長に

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

（指定の取消し等）

通知しなければならない。

めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に

ス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認

５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ ５ 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービ

（指定の取消し等）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定

一・二 （略）

止することができる。

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停

ては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定

第七十七条 中核市の市長は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第七十七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい

一・二 （略）
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