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襯敕 ケ コキシケス ケクケウ

襯餃 コサ コジ コケ シケ ゲゴゲ ゲキゴサザ ズクジウ

赱楝⒈ コゲ ゲゲ ゴコ ゲキゴシス コクゴウ

朞ガ ココ ゴサ コザ スゲ ゲキコザシ シクサウ

籠明 ジ ゲケ ジコ スズ ジザジ ゲゲクスウ

40朞 ゲス ゲス シゲシ コクズウ

4/11舜 ゴ ココ コザ コキスゴサ ケクズウ

彌凅⒈ ゴサ コケ コゴ ジジ ゲキゲザコ シクジウ

彳歹 ケ ゲシシ ケクケウ

⑸歹 ゲス ゲシ コゲ ココ ゴケ ゲケジ ゲキゲシズ ズクコウ

奚ブ ケ ゲキゲゲケ ケクケウ

珽㎆ ケ ゴキゴズゴ ケクケウ

ブ褫 ズ ス ス ザ ジ ゴジ ゴキシゴゲ ゲクケウ

菟滿 コケ ゴケ ゲシ シシ ゴキコシゴ コクケウ
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ユ賽臽



烝燵 f朝旅 珽䕺k朝旅 珽䕺尤ò ィ暼k豬 ィ暼ò

烋耨ゲコ烝燵 ゲコスキズゲケ コジキゴサジ コゲクコウ ゴキゴスザ ゲコクサウ

烋耨ゲザ烝燵 ゲコジキズスゴ コズキゴシシ ココクズウ ザキズゲシ コケクゲウ

烋耨ゲジ烝燵 ゲコシキズザケ ゴケキコゲケ コゴクスウ シキザザケ コゲクジウ

烋耨ゲス烝燵 ゲコシキシゲシ ゴゲキケシコ コサクザウ シキジココ コゲクシウ

烋耨ゲズ烝燵 ゲコシキコズゴ ゴゲキジスス コザクコウ シキジゴシ コゲクコウ

烋耨コケ烝燵 ゲコシキゲザゲ ゴコキゲケコ コザクサウ シキススゴ コゲクサウ

烋耨コゲ烝燵 ゲコザキジゴズ ゴコキシシゴ コシクケウ ジキケケジ コゲクザウ

烋耨ココ烝燵 ゲコザキゴコサ ゴコキズゴコ コシクゴウ ジキコズズ ココクコウ

烋耨コゴ烝燵 ゲコサキスジケ ゴゴキケシゴ コシクザウ ジキザシザ ココクズウ

烋耨コサ烝燵 ゲコサキゴザズ ゴゴキズジゲ コジクゴウ ジキジザシ ココクスウ

烋耨コザ烝燵 ゲコゴキスケゴ ゴザキケシゲ コスクゴウ スキケコジ ココクズウ

赱楝⒈滲癮珽䕺尤ò籗ィ暼k豬っ癮蘿82里皨蘿ヴ

ユ賽臿

烋耨コシ烝燵 ゲコゴキコゲコ ゴシキケゲス コズクコウ スキゴサゴ コゴクコウ

殭朝旅癉瘨畱瘳皕𤩍烋耨コゴ烝燵𥆩𤹪皕𤩍林烝ゲケ鏤ゲ蹙Q圻撤褊嫻鑚瞭澤𤩍烋耨コサ烝燵
璈通渗皕𤩍禴籞笮籞穪廸尤ò堙癉瞟矞蘿ヴ14霙
殭ィ暼k豬癉瘨畱瘳皕𤩍烋耨コゴ烝燵𥆩𤹪皕𤩍林烝ゲケ鏤ゲ蹙Q圻曚ふ𤩍烋耨コサ烝燵通渗
璈皕𤩍篊籞祲种籞穪癉瞟矞蘿ヴ14霙

ユ賽臿





地域密着型サービス関連の条例制定について地域密着型サービス関連の条例制定について地域密着型サービス関連の条例制定について地域密着型サービス関連の条例制定について    

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平

成２３年法律第３７号及び平成２３年法律第１０５号。いわゆる第１次一括法及び第２次一括法）」及

び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７２号）」

が施行され、介護保険法（平成９年法律第１２３号）が改正されました。 

これらの法改正により、これまで省令で全国一律に定められていた介護サービス等の基準について、

平成２５年４月より、本市の条例で定めることになりました。 

 

（１）パブリックコメントの結果について 

○市民の皆さんの意見を反映するため、「新居浜市指定地域密着型（介護予防）サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準条例（仮称）」の条例制定に向けた考え方をとりまとめ、平成２４年９月３

日から９月２８日までパブリックコメントを行いました。その結果ご意見等はありませんでした。 

 

（２）省令と異なる点について 

○新居浜市の独自基準について 

パブリックコメントの骨子案のとおり、「非常災害対策の義務付け拡充」、「施設系のサービス提供記

録の利用者への提供」、「記録の保存年限の延長」は独自基準として制定する予定です。また、新居浜

市暴力団排除条例の基準により「暴力団に関わる事業者の排除」を独自基準として追加する予定です。 

 

○介護保険法７８条の２及び１１５条の１２について 

平成２３年６月２２日に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等を一部改正す

る法律」によって改正された介護保険法第７８条の２及び１１５条の１２において、指定地域密着型

介護老人福祉施設の入所定員、及び事業者の指定に関する基準のうち申請者の欠格事由に係る基準は

条例で定めることとされているため、これまでの基準どおり入所定員を地域密着型サービスの上限で

ある「２９名以下」、欠格事由を「申請者が法人でないとき」と条例で定める予定です。 

 

（３）今後の検討について 

○上記以外の部分については、「指定地域密着型（介護予防）サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準省令」のとおりにしようと考えています。なお、愛媛県の関連条例及び他市の条例を参考

に条文の整備を行いたいと考えています。 

 

○今後のスケジュール(案) 

・平成２４年１０月 運営委員会でパブリックコメントの結果について検討 

・平成２４年１２月 市議会に条例案を上程。 

・平成２５年４月１日 施行 

 

 

資料７ 



新居浜市の独自基準新居浜市の独自基準新居浜市の独自基準新居浜市の独自基準    

 現行省令 独自基準（案） 独自基準を定める理由 

非常災害

対策の義

務付け拡

充 

 

・第 57 条 

・第 82 条の 2 

 

（介護予防） 

・第 30 条 

・第 58 条の 2 

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

関への通報及び連携体制を整

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。 

（現行省令に追加） 

・計画は、一定の施設にあっ

ては、当該施設の立地条件等

から予想される災害の種別

ごとに作成し、及び掲示しな

ければならない。 

（訓練についても同様） 

・災害の種別ごとの計画の作

成に当たっては、災害の特殊

性を考慮したものとする。 

・非常食、飲用水、日用品等

の備蓄の確保に努めなけれ

ばならない。 

東日本大震災の甚大な

被害状況を教訓として現

行基準の見直しは不可欠

であることや、第５期介護

保険事業支援計画におい

て災害に対する安全対策

の徹底を指導するとして

いること、また、事業者が

防災対策を再検討する契

機となることも期待でき

るため、事業者に過度な負

担とならないよう配慮し

ながら独自基準を規定す

る。 

施設系の

サービス

提供記録

の利用者

への提供 

 

・第 95 条 

・第 116 条 

・第 135 条 

 

（介護予防） 

・第 75 条 

サービスを提供した際には、

提供した具体的なサービスの

内容等を記録しなければなら

ない。 

サービスを提供した際には、

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。 

現行基準では、施設系サー

ビスにおいて、サービス提

供内容の記録を利用者に

提供する規定がないこと

から、利用者からの申出が

あった場合にその情報を

利用者に提供する義務を

明文化する。 

記録の保

存年限の

延長 

・第 3条の 40 

・第 17 条 

・第 60 条 

・第 87 条 

・第 107 条 

・第 128 条 

・第 156 条 

・第 181 条 

 

（介護予防） 

・第 40 条 

・第 63 条 

・第 84 条 

「その完結の日から２年間保

存しなければならない。」 

「その完結の日から５年間

保存しなければならない。」 

地方自治法上の金銭債権

の消滅時効である５年と

整合を図る必要から、保存

年限を変更する。 

指定地域

密着型サ

ービスの

事業の一

般原則 

・第 3条 

なし 

指定地域密着型サービス事

業者について、法第７８条の

２第４項第１号に規定する

条例で定める者は、法人であ

る者とする。ただし、法人の

役員等が新居浜市暴力団排

除条例第２条第３項に掲げ

る暴力団員等でないこと。 

新居浜市市暴力団排除条

例が施行されたことを受

け、暴力団等の排除を事業

者の運営規定に定める旨

を条例に規定する。 



介護保険法７８条の２及び１１５条の１２介護保険法７８条の２及び１１５条の１２介護保険法７８条の２及び１１５条の１２介護保険法７８条の２及び１１５条の１２についてについてについてについて    

    

 介護保険法条数 介護保険法条文 条例（案） 

入所

定員 

第 78 条の 2 第 1項 第四十二条の二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、地域密着型サービ

ス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福

祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホ

ームのうち、その入所定員が二十九人以下であ

って市町村の条例で定める数であるものの開

設者）の申請により、地域密着型サービスの種

類及び当該地域密着型サービスの種類に係る

地域密着型サービス事業を行う事業所（第七十

八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一

項を除き、以下この節において「事業所」とい

う。）ごとに行い、当該指定をする市町村長が

その長である市町村の行う介護保険の被保険

者に対する地域密着型介護サービス費及び特

例地域密着型介護サービス費の支給について、

その効力を有する。 

法第７８条の２第１項の規

定により条例で定める定員

は、２９人以下とする。 

法人

格の

有無 

第 78 条の 2 第 4項 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に

係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準

に従い市町村の条例で定める員数の当該指定

地域密着型サービスに従事する従業者を有し

なければならない。 

２２２２     前項に規定するもののほか、指定地域密

着型サービスの事業の設備及び運営に関する

基準は、市町村の条例で定める。  

指定地域密着型サービス事

業者について、法第７８条の

２第４項第１号に規定する

条例で定める者は、法人であ

る者とする。 


