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︵略︶

附則

︵目的︶

第十章〜第十四章

︵目的︶

した日常生活を営むことができるよう︑必要な保健医療サービス

ついて︑これらの者が尊厳を保持し︑その有する能力に応じ自立

能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等に

病等により要介護状態となり︑入浴︑排せつ︑食事等の介護︑機

スに係る給付を行うため︑国民の共同連帯の理念に基づき介護保

営むことができるよう︑必要な保健医療サービス及び福祉サービ

ついて︑これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等に

病等により要介護状態となり︑入浴︑排せつ︑食事等の介護︑機

この法律は︑加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾

及び福祉サービスに係る給付を行うため︑国民の共同連帯の理念

険制度を設け︑その行う保険給付等に関して必要な事項を定め︑

第一条

に基づき介護保険制度を設け︑その行う保険給付等に関して必要

もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的と

この法律は︑加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾

な事項を定め︑もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図

する︒

第一条

ることを目的とする︒

介護保険は︑被保険者の要介護状態又は要介護状態となる

おそれがある状態に関し︑必要な保険給付を行うものとする︒

第二条

︵介護保険︶
介護保険は︑被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し

︵介護保険︶
第二条

︑必要な保険給付を行うものとする︒

２

前項の保険給付は︑要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化

２

前項の保険給付は︑要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は

要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに︑医
︵略︶

の防止に資するよう行われるとともに︑医療との連携に十分配慮

第五条

︵略︶

︵国及び都道府県の責務︶

３・４

療との連携に十分配慮して行われなければならない︒

︵略︶

して行われなければならない︒
３・４
︵国及び都道府県の責務︶
︵略︶

都道府県は︑介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよ

うに︑必要な指導及び適切な援助をしなければならない︒

２

うに︑必要な助言及び適切な援助をしなければならない︒

︵定義︶

都道府県は︑介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよ

第五条
２

︵定義︶

基本的な動作の全部又は一部について ︑厚生労 働省令で定める期

の障害があるために︑入浴︑排せつ︑食事等の日常生活における

間にわたり継続して︑常時介護を要すると見込まれる状態であっ

基本的な動作の全部又は一部について︑厚生労働省令で定める期

の障害があるために︑入浴︑排せつ︑食事等の日常生活における

この法律において﹁要介護状態﹂とは︑身体上又は精神上

間にわたり継続して︑常時介護を要すると見込まれる状態であっ

て︑その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分︵

第七条

て︑その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分︵

以下﹁要介護状態区分﹂という︒︶のいずれかに該当するものを

この法律において﹁要介護状態﹂とは︑身体上又は精神上

以下﹁要介護状態区分﹂という︒︶のいずれかに該当するもの︵

いう︒

第七条

要支援状態に該当するものを除く︒︶をいう︒

︑身体上又は精神上の障害があるために︑厚生労働省令で定める

こ の法律において﹁要介護状態となるおそれがある状態﹂とは

の障害があるために入浴︑排せつ︑食事等の日常生活における基

期間にわたり継続して︑日常生活を営むのに支障があると見込ま

２

本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期

れる状態︵厚生労働省令で定める程度のものに限る︒︶であって

この法律において﹁要支援状態﹂とは︑身体上若しくは精神上

間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の

︑要介護状態以外の状態をいう︒

３

この法律において﹁要支援者﹂とは︑次の各号のいずれかに該

︵略︶

２

防止に特に資する支援を要すると見込まれ︑又は身体上若しくは
精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継
続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって
︑支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分︵以下﹁
︵略︶

４

要支援状態区分﹂という︒︶のいずれかに該当するものをいう︒
３

この法律において﹁要支援者﹂とは︑次の各号のいずれかに該

当する者をいう︒

４

当する者をいう︒

５

一
要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって︑そ

要支援状態にある六十五歳以上の者
二

一

要介護状態となるおそれがある状態にある四十歳以上六十五

要介護状態となるおそれがある状態にある六十五歳以上の者

歳未満の者であって︑その要介護状態となるおそれがある状態

二
の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病

の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じ

介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス︑地域密

援者︵以下﹁要介護者等﹂という︒︶からの相談に応じ︑及び要

所療養介護︑認知症対応型共同生活介護︑特定施設入所者生活介

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

介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーション︑居宅療養管理指導︑

こ の法律において﹁居宅サービス﹂とは︑訪問介護︑訪問入浴

たものであるもの

によって生じたものであるもの
５

着型サービス︑施設サービス︑介護予防サービス又は地域密着型

護及び福祉用具貸与をいい︑﹁居宅サービス事業﹂とは居宅サー

この法律において﹁介護支援専門員﹂とは︑要介護者又は要支

介護予防サービスを利用できるよう市町村︑居宅サービス事業を

削除

︵略︶

﹇削除﹈

ビスを行う事業をいう︒

﹇参考﹈

第八条

〜

６〜

行う者︑地域密着型サービス事業を行う者︑介護保険施設︑介護
予防サービス事業を行う者︑地域密着型介護予防サービス事業を
行う者等との連絡調整等を行う者であって︑要介護者等が自立し
た日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を
有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交

︵略︶

付を受けたものをいう︒
６〜８

この法律において﹁居宅サービス﹂とは︑訪問介護︑訪問

導︑通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所生活介護︑短

第七条

この法律において﹁訪問介護﹂とは︑要介護者又は要支援者︵

ビスを行う事業をいう︒

護及び福祉用具貸与をいい︑﹁居宅サービス事業﹂とは居宅サー

所療養介護︑認知症対応型共同生活介護︑特定施設入所者生活介

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

介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーション︑居宅療養管理指導︑

こ の法律において﹁居宅サービス﹂とは︑訪問介護︑訪問入浴

期入所療養介護︑特定施設入居者生活介護︑福祉用具貸与及び特
スを行う事業をいう︒

この法律において﹁訪問介護﹂とは︑要介護者であって ︑居宅

６

５

26 23

定福祉用具販売をいい︑﹁居宅サービス事業﹂とは︑居宅サービ

入浴介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーション︑居宅療養管理指

第八条

２

24

３

４

５

６

７

夜間対応型訪問介護に該当するものを除く︒︶をいう︒

の他の日常生活上の世話であって ︑厚生労働省令で定めるもの︵

他政令で定める者により行われる入浴︑排せつ︑食事等の介護そ

者﹂という︒︶について︑その者の居宅において介護福祉士その

む ︒以下同じ︒︶において 介護を受けるもの︵以下﹁居宅要介護

という︒︶その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含

老人ホーム︵第十一項及び第十九項において﹁有料老人ホーム﹂

規定する軽費老人ホーム︑同法第二十九条第一項に規定する有料

︵老人福祉法︵昭和三十八年法律第百三十三号︶第二十条の六に

であって︑厚生労働省令で定めるものをいう︒

行われる入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の世話

︑その者の居宅において 介護福祉士その他政令で 定める者により

介護を受けるもの︵以下﹁居宅要介護者等﹂という︒︶について

働省令で定める施設における居室を含む︒以下同じ︒︶において

六項において単に﹁有料老人ホーム﹂という︒︶その他の厚生労

ホーム︑同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム︵第十

和三十八年法律第百三十三号︶第二十条の六に規定する軽費老人

以下﹁要介護者等﹂という︒︶であって︑居宅︵老人福祉法︵昭

この法律において﹁訪問入浴介護﹂とは︑居宅要介護者等につ

いて ︑その者の居宅を訪問し︑浴槽を提供して 行われる入浴の介

７

て︑その者の居宅を訪問し︑浴槽を提供して行われる入浴の介護

護をいう︒

この法律において﹁訪問入浴介護﹂とは︑居宅要介護者につい
をいう︒
師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適

適合して いると認めたものに限る︒︶について ︑その者の居宅に

医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に

こ の法律において﹁訪問看護﹂とは︑居宅要介護者等︵主治の

合していると認めたものに限る︒︶について︑その者の居宅にお

おいて看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養

８

いて看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上

上の世話又は必要な診療の補助をいう︒

この法律において﹁訪問看護﹂とは︑居宅要介護者︵主治の医

の世話又は必要な診療の補助をいう︒
護者︵主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で

で定める基準に適合して いると認めたものに限る︒︶について ︑

護者等︵主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令

この法律において﹁訪問リハビリテーション﹂とは︑居宅要介

定める基準に適合していると認めたものに限る︒︶について︑そ

その者の居宅において︑その心身の機能の維持回復を図り︑日常

９

の者の居宅において︑その心身の機能の維持回復を図り︑日常生

生活の自立を助けるために行われる理学療法︑作業療法その他必

この法律において﹁訪問リハビリテーション﹂とは︑居宅要介

活の自立を助けるために行われる理学療法︑作業療法その他必要

要なリハビリテーションをいう︒

︑老人福祉法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める

この法律において﹁通所介護﹂とは︑居宅要介護者等について

であって︑厚生労働省令で定めるものをいう︒

他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導

について ︑病院︑診療所又は薬局の医師︑歯科医師︑薬剤師その

この法律において﹁居宅療養管理指導﹂とは︑居宅要介護者等

なリハビリテーションをいう︒
この法律において﹁居宅療養管理指導﹂とは︑居宅要介護者に
ついて︑病院︑診療所又は薬局︵以下﹁病院等﹂という︒︶の医
師︑歯科医師︑薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行わ
れる療養上の管理及び指導であって︑厚生労働省令で定めるもの
をいう︒
この法律において﹁通所介護﹂とは︑居宅要介護者について︑
老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同

10
11

８

９

生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を

せ︑当該施設において入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常

法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わ

機能訓練を行うことをいう︒

の他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び

ターに通わせ︑当該施設において 入浴︑排せつ︑食事等の介護そ

施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセン

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう︒

に短期間入所させ︑当該施設において入浴︑排せつ︑食事等の介

で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設

について︑老人福祉法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令

こ の法律において﹁短期入所生活介護﹂とは︑居宅要介護者等

法その他必要なリハビリテーションを行うことをいう︒

図り︑日常生活の自立を助けるために行われる理学療法︑作業療

施設に通わせ︑当該施設において︑その心身の機能の維持回復を

介護老人保健施設︑病院︑診療所その他の厚生労働省令で定める

で定める基準に適合していると認めたものに限る︒︶について︑

護者等︵主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令

こ の法律において﹁通所リハビリ テーション﹂とは︑居宅要介

行うこと︵認知症対応型通所介護に該当するものを除く︒︶をい
う︒
この法律において﹁通所リハビリテーション﹂とは︑居宅要介
護者︵主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で
定める基準に適合して いると認めたものに限る︒︶について ︑介
護老人保健施設︑病院︑診療所その他の厚生労働省令で定める施
設に通わせ︑当該施設において︑その心身の機能の維持回復を図
り︑日常生活の自立を助けるために行われる理学療法︑作業療法
その他必要なリハビリテーションをいう︒
この法律において﹁短期入所生活介護﹂とは︑居宅要介護者に
ついて︑老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施
設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入
所させ︑当該施設において入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の
日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう︒

こ の法律において﹁短期入所療養介護﹂とは︑居宅要介護者等

︵その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る

生労 働省令で 定める施設に短期間入所させ︑当該施設において看
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をいう︒

厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ︑当該施設において

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をいう︒

この法律において﹁特定施設入所者生活介護﹂とは︑有料老人

ホームその他厚生労働省令で定める施設︵以下この項において﹁

︑特定施設に入居して いる要介護者について ︑当該特定施設が提
供するサービスの内容︑これを担当する者その他厚生労働省令で
定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴︑排せつ︑食事等
の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定める

省令で定めるもの︑機能訓練及び療養上の世話をいう︒

せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働

生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴︑排

特定施設が提供するサービスの内容︑これを担当する者その他厚

特定施設﹂という︒︶に入所している要介護者等について︑当該

16

型特定施設でないものをいい︑﹁特定施設入居者生活介護﹂とは

生労働省令で定める施設であって ︑第十九項に規定する地域密着

この法律において﹁特定施設﹂とは︑有料老人ホームその他厚

︒︶について︑介護老人保健施設︑介護療養型医療施設その他の

14

︶について︑介護老人保健施設︑介護療養型医療施設その他の厚

その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る︒

この法律において﹁短期入所療養介護﹂とは︑居宅要介護者︵
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もの︑機能訓練及び療養上の世話をいう︒

こ の法律において﹁福祉用具貸与﹂とは︑居宅要介護者等につ

いて 行われる福祉用具︵心身の機能が低下し日常生活を営むのに

こ の法律において﹁福祉用具貸与﹂とは︑居宅要介護者につい

て福祉用具︵心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある
の機能訓練のための用具であって ︑要介護者等の日常生活の自立
を助けるためのものをいう︒次項並びに次条第十二項及び第十三
項において同じ︒︶のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定
めるところにより行われる貸与をいう︒
この法律において﹁特定福祉用具販売﹂とは︑居宅要介護者に

ついて福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の
厚生労働大臣が定めるもの︵以下﹁特定福祉用具﹂という︒︶の
政令で定めるところにより行われる販売をいう︒
この法律において﹁地域密着型サービス﹂とは︑夜間対応型訪

問介護︑認知症対応型通所介護︑小規模多機能型居宅介護︑認知
症対応型共同生活介護︑地域密着型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護をいい︑﹁地域密着
型サービス事業﹂とは︑地域密着型サービスを行う事業をいう︒
この法律において﹁夜間対応型訪問介護﹂とは︑居宅要介護者

について︑夜間において︑定期的な巡回訪問により︑又は通報を
受け︑その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定
める者により行われる入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常
生活上の世話であって︑厚生労働省令で定めるものをいう︒
この法律において﹁認知症対応型通所介護﹂とは︑居宅要介護

者であって︑脳血管疾患︑アルツハイマー病その他の要因に基づ
く脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記
憶機能及びその他の認知機能が低下した状態︵以下﹁認知症﹂と
いう︒︶であるものについて ︑老人福祉法第五条の二第三項の厚
生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老
人デイサービスセンターに通わせ︑当該施設において 入浴︑排せ
つ︑食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省

て同じ︒︶のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいう︒

生活の自立を助けるためのものをいう︒第四十四条第一項におい

要介護者等の機能訓練のための用具であって︑要介護者等の日常

支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び
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要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等

12
13
14
15
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令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう︒
こ の法律において﹁小規模多機能型居宅介護﹂とは︑居宅要介

この法律において﹁認知症対応型共同生活介護﹂とは︑要介護

者であって︑脳血管疾患︑アルツハイマー病その他の要因に基づ

べき住居において ︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生
活上の世話及び機能訓練を行うことをいう︒

こ の法律において﹁地域密着型特定施設入居者生活介護﹂とは

︑有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設で
あって︑その入居者が要介護者︑その配偶者その他厚生労働省令
で定める者に限られるもの︵以下﹁介護専用型特定施設﹂という
︒︶のうち︑その入居定員が二十九人以下であるもの︵以下この
項において﹁地域密着型特定施設﹂という︒︶に入居して いる要
介護者について︑当該地域密着型特定施設が提供するサービスの
内容︑これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定め
た計画に基づき行われる入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日
常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの︑機能訓練及
び療養上の世話をいう︒
この法律において﹁地域密着型介護老人福祉施設﹂とは︑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︵入所定員が
二十九人以下であるものに限る︒以下この項において 同じ︒︶で

話及び機能訓練を行うことをいう︒

において︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の世

状態にある者を除く︒︶について︑その共同生活を営むべき住居

いう︒︶であるもの︵その者の認知症の原因となる疾患が急性の

憶機能及びその他の認知機能が低下した状態︵以下﹁認知症﹂と

く脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記
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が急性の状態にある者を除く︒︶について︑その共同生活を営む

者であって 認知症であるもの︵その者の認知症の原因となる疾患

この法律において﹁認知症対応型共同生活介護﹂とは︑要介護

訓練を行うことをいう︒

の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能

泊させ︑当該拠点において︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他

生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ︑若しくは短期間宿

応じて ︑その者の選択に基づき︑その者の居宅において︑又は厚

護者について︑その者の心身の状況︑その置かれている環境等に

17
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あって︑当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し︑地
域密着型施設サービス計画︵地域密着型介護老人福祉施設に入所
している要介護者について︑当該施設が提供するサービスの内容
︑これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計
画をいう︒以下この項において同じ︒︶に基づいて︑入浴︑排せ
つ︑食事等の介護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を目的とする施設をいい︑﹁地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護﹂とは︑地域密着型介護
老人福祉施設に入所する要介護者に対し︑地域密着型施設サービ
ス計画に基づいて 行われる入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の
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いう
︒

こ の法律において﹁居宅介護支援﹂とは︑居宅要介護者等が第

四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サ

この法律において﹁居宅介護支援﹂とは︑居宅要介護者が第四

十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サー
四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例
地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこ
れに相当するサービス及びその他の居宅において 日常生活を営む
ために必要な保健医療サービス又は福祉サービス︵以下この項に
おいて﹁指定居宅サービス等﹂という︒︶の適切な利用等をする
ことができるよう︑当該居宅要介護者の依頼を受けて︑その心身
の状況︑その置かれている環境︑当該居宅要介護者及びその家族
の希望等を勘案し︑利用する指定居宅サービス等の種類及び内容
︑これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計
画︵以下この項︑第百十五条の三十八第一項第四号及び別表にお
いて﹁居宅サービス計画﹂という︒︶を作成するとともに︑当該
居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保され
るよう︑第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者︑
第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者
その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い︑並びに当該

を行う事業をいう︒

供を行うことをいい︑﹁居宅介護支援事業﹂とは︑居宅介護支援

要する場合にあっては︑介護保険施設への紹介その他の便宜の提

提供を行い︑及び当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を

指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の

居宅サービス等の提供が確保されるよう︑同条第一項に規定する

う︒︶を作成するとともに︑当該居宅サービス計画に基づく指定

項を定めた計画︵以下この項において﹁居宅サービス計画﹂とい

種類及び内容︑これを担当する者その他厚生労働省令で定める事

及びその家族の希望等を勘案し︑利用する指定居宅サービス等の

︑その心身の状況︑その置かれている環境︑当該居宅要介護者等

等をすることができるよう︑当該居宅要介護者等の依頼を受けて

この項において﹁指定居宅サービス等﹂という︒︶の適切な利用

活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス︵以下

しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生

ービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若
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ビス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス︑第

21

居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設へ
の入所を要する場合にあっては︑地域密着型介護老人福祉施設又
は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい︑
﹁居宅介護支援事業﹂とは︑居宅介護支援を行う事業をいう︒

こ の法律において﹁介護保険施設﹂とは︑第四十八条第一項第

一号に規定する指定介護老人福祉施設︑介護老人保健施設及び同

この法律において﹁介護保険施設﹂とは︑第四十八条第一項第

一号に規定する指定介護老人福祉施設︑介護老人保健施設及び同

こ の法律において﹁施設サービス﹂とは︑介護福祉施設サービ

ス︑介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい︑﹁

又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について︑これ
らの施設が提供するサービスの内容︑これを担当する者その他厚
生労働省令で定める事項を定めた計画をいう︒

又は介護療養型医療施設に入所して いる要介護者について︑これ

らの施設が提供するサービスの内容︑これを担当する者その他厚

生労働省令で定める事項を定めた計画をいう︒

この法律において﹁介護老人福祉施設﹂とは︑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であって︑当該特別養護

特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し︑施設サービス計
画に基づいて︑入浴︑排せつ︑食事等の介護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を目的
とする施設をいい︑﹁介護福祉施設サービス﹂とは︑介護老人福
祉施設に入所する要介護者に対し︑施設サービス計画に基づいて
行われる入浴︑排せつ︑食事等の介護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いう︒

いて︑入浴︑排せつ︑食事等の介護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を目的とする施

設をいい︑﹁介護福祉施設サービス﹂とは︑介護老人福祉施設に

入所する要介護者に対し︑施設サービス計画に基づいて 行われる

入浴︑排せつ︑食事等の介護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いう︒

この法律において﹁介護老人保健施設﹂とは︑要介護者︵その

治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る︒以下

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を目的とする施設として︑
第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい︑﹁
介護保健施設サービス﹂とは︑介護老人保健施設に入所する要介

介護保健施設サービス﹂とは︑介護老人保健施設に入所する要介

第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい︑﹁

療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として︑

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

この項において同じ︒︶に対し︑施設サービス計画に基づいて︑

22

この項において同じ︒︶に対し︑施設サービス計画に基づいて ︑

治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る︒以下

この法律において﹁介護老人保健施設﹂とは︑要介護者︵その

老人ホームに入所する要介護者に対し︑施設サービス計画に基づ

21

であるものに限る︒以下この項において同じ︒︶であって︑当該

十条の五に規定する特別養護老人ホーム︵入所定員が三十人以上

この法律において﹁介護老人福祉施設﹂とは︑老人福祉法第二

施設サービス計画﹂とは︑介護老人福祉施設︑介護老人保健施設

20

施設サービス計画﹂とは︑介護老人福祉施設︑介護老人保健施設

ス︑介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい︑﹁

この法律において﹁施設サービス﹂とは︑介護福祉施設サービ

項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう︒

19

項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう︒
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生活上の世話をいう︒

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

護者に対し︑施設サービス計画に基づいて行われる看護︑医学的
生活上の世話をいう︒

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

護者に対し︑施設サービス計画に基づいて行われる看護︑医学的

この法律において﹁介護療養型医療施設﹂とは︑療養病床等︵

医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第七条第二項第四号に規

この法律において﹁介護療養型医療施設﹂とは︑療養病床等︵

医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第七条第二項第四号に規
が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院
の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な
看護が行われるものとして政令で定めるものをいう︒以下同じ︒
︶を有する病院又は診療所であって︑当該療養病床等に入院する
要介護者︵その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるも
のに限る︒以下この項において同じ︒︶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必要な医療を行うことを目的
とする施設をいい︑﹁介護療養施設サービス﹂とは︑介護療養型
医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し︑施設サービス
計画に基づいて行われる療養上の管理︑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必要な医療をいう︒
この法律において﹁介護予防サービス﹂とは︑介護予

この法律において﹁介護予防訪問介護﹂とは︑要支援者であっ

行う事業をいう︒

売をいい︑﹁介護予防サービス事業﹂とは︑介護予防サービスを

者生活介護︑介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販

所生活介護︑介護予防短期入所療養介護︑介護予防特定施設入居

防通所介護︑介護予防通所リハビリテーション︑介護予防短期入

防訪問リハビリテーション︑介護予防居宅療養管理指導︑介護予

防訪問介護︑介護予防訪問入浴介護︑介護予防訪問看護︑介護予

第八条の二

２

て︑居宅において支援を受けるもの︵以下﹁居宅要支援者﹂とい
う︒︶について︑その者の居宅において︑その介護予防︵身体上

おける介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう︒

計画に基づいて 行われる療養上の管理︑看護︑医学的管理の下に

医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し︑施設サービス

とする施設をいい︑﹁介護療養施設サービス﹂とは︑介護療養型

護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的

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

のに限る︒以下この項において同じ︒︶に対し︑施設サービス計

要介護者︵その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるも

︶を有する病院又は診療所であって︑当該療養病床等に入院する

看護が行われるものとして政令で定めるものをいう︒以下同じ︒

の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な

が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院

定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護

23

定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護

26

３

４

５

６

７

又は精神上の障害があるために入浴︑排せつ︑食事等の日常生活
における基本的な動作の全部若しくは一部について 常時介護を要
し︑又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防
止をいう︒以下同じ︒︶を目的として ︑介護福祉士その他政令で
定める者により︑厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入
浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の支援であって︑
厚生労働省令で定めるものをいう︒
こ の法律において﹁介護予防訪問入浴介護﹂とは︑居宅要支援
者について︑その介護予防を目的として︑厚生労働省令で定める
場合に︑その者の居宅を訪問し︑厚生労働省令で定める期間にわ
たり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう︒
この法律において﹁介護予防訪問看護﹂とは︑居宅要支援者︵
主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合して いると認めたものに限る︒︶について ︑その者の
居宅において ︑その介護予防を目的として ︑看護師その他厚生労
働省令で定める者により︑厚生労働省令で定める期間にわたり行
われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう︒
この法律において﹁介護予防訪問リハビリテーション﹂とは︑
居宅要支援者︵主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労
働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る︒︶につ
いて ︑その者の居宅において ︑その介護予防を目的として ︑厚生
労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法︑作業療法その
他必要なリハビリテーションをいう︒
この法律において﹁介護予防居宅療養管理指導﹂とは︑居宅要
支援者について︑その介護予防を目的として︑病院等の医師︑歯
科医師︑薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療
養上の管理及び指導であって︑厚生労働省令で定めるものをいう
︒
この法律において﹁介護予防通所介護﹂とは︑居宅要支援者に
ついて︑その介護予防を目的として︑老人福祉法第五条の二第三

８

９

項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定
する老人デイサービスセンターに通わせ︑当該施設において︑厚
生労働省令で定める期間にわたり︑入浴︑排せつ︑食事等の介護
その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及
び機能訓練を行うこと︵介護予防認知症対応型通所介護に該当す
るものを除く︒︶をいう︒
この法律において﹁介護予防通所リハビリテーション﹂とは︑
居宅要支援者︵主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労
働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る︒︶につ
いて︑介護老人保健施設︑病院︑診療所その他の厚生労働省令で
定める施設に通わせ︑当該施設において︑その介護予防を目的と
して︑厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法︑作
業療法その他必要なリハビリテーションをいう︒
この法律において﹁介護予防短期入所生活介護﹂とは︑居宅要
支援者について︑老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で
定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に
短期間入所させ︑その介護予防を目的として ︑厚生労働省令で定
める期間にわ たり︑当該施設において 入浴︑排せつ︑食事等の介
護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう︒
この法律において﹁介護予防短期入所療養介護﹂とは︑居宅要

るサービスの内容︑これを担当する者その他厚生労働省令で定め

者について︑その介護予防を目的として︑当該特定施設が提供す

特定施設︵介護専用型特定施設を除く︒︶に入居して いる要支援

こ の法律において﹁介護予防特定施設入居者生活介護﹂とは︑

必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう︒

において看護︑医学的管理の下における介護及び機能訓練その他

防を目的として︑厚生労働省令で定める期間にわたり︑当該施設

の他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ︑その介護予

に限る︒︶について︑介護老人保健施設︑介護療養型医療施設そ

支援者︵その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるもの

10
11

る事項を定めた計画に基づき行われる入浴︑排せつ︑食事等の介
護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの
︑機能訓練及び療養上の世話をいう︒
この法律において﹁介護予防福祉用具貸与﹂とは︑居宅要支援

短期間宿泊させ︑当該拠点において ︑その介護予防を目的として

︑又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ︑若しくは

環境等に応じて︑その者の選択に基づき︑その者の居宅において

居宅要支援者について︑その者の心身の状況︑その置かれている

この法律において﹁介護予防小規模多機能型居宅介護﹂とは︑

をいう︒

支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと

間にわたり︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の

センターに通わせ︑当該施設において︑厚生労働省令で定める期

める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービス

を目的として︑老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定

宅要支援者であって︑認知症であるものについて︑その介護予防

この法律において﹁介護予防認知症対応型通所介護﹂とは︑居

業をいう︒

予防サービス事業﹂とは︑地域密着型介護予防サービスを行う事

び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい︑﹁地域密着型介護

予防認知症対応型通所介護︑介護予防小規模多機能型居宅介護及

この法律において﹁地域密着型介護予防サービス﹂とは︑介護

るところにより行われる販売をいう︒

るもの︵以下﹁特定介護予防福祉用具﹂という︒︶の政令で定め

て入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定め

支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであっ

この法律において﹁特定介護予防福祉用具販売﹂とは︑居宅要

をいう︒

労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与

者について 福祉用具のうち その介護予防に資するものとして厚生

12
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︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の支援であっ
て厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう︒
この法律において﹁介護予防認知症対応型共同生活介護﹂とは

﹂とは︑介護予防支援を行う事業をいう︒

調整その他の便宜の提供を行うことをいい︑﹁介護予防支援事業

する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡

する指定介護予防サービス事業者︑第五十四条の二第一項に規定

防サービス等の提供が確保されるよう︑第五十三条第一項に規定

成するとともに︑当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予

の項及び別表において﹁介護予防サービス計画﹂という︒︶を作

当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画︵以下こ

し︑利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容︑これを担

かれている環境︑当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案

が︑当該居宅要支援者の依頼を受けて︑その心身の状況︑その置

する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者

用等をすることができるよう︑第百十五条の三十九第一項に規定

の項において﹁指定介護予防サービス等﹂という︒︶の適切な利

の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス︵以下こ

型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他

サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着

ビス︑第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防

サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサー

十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防

この法律において﹁介護予防支援﹂とは︑居宅要支援者が第五

機能訓練を行うことをいう︒

て︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の支援及び

その共同生活を営むべき住居において︑その介護予防を目的とし

症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く︒︶について︑

態である者に限る︒︶であって認知症であるもの︵その者の認知

︑要支援者︵厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状

17
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︵住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例︶

︵介護保険施設に入所中の被保険者の特例︶

以下この条において﹁住所地特例対象被保険者﹂という︒︶であ

十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る︒

に住所を変更したと認められる被保険者にあっては老人福祉法第

三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所

る被保険者にあっては入居の際現に要介護者である者に限り︑第

ことにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められ

変更したと認められる被保険者︵第二号に掲げる施設に入居する

することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を

︶に入所又は入居︵以下この条において﹁入所等﹂という︒︶を

れぞれに入所することにより直前入所施設及び現入所施設のそれ

この項において﹁直前入所施設﹂という︒︶及び現入所施設のそ

﹂という︒︶に入所する直前に入所して いた介護保険施設︵以下

ている介護保険施設︵以下この項及び次項において﹁現入所施設

保険施設に継続して入所している被保険者であって︑現に入所し

市町村が行う介護保険の被保険者とする︒ただし︑二以上の介護

いたと認められるものは︑第九条の規定にかかわらず︑当該他の

所在する市町村以外の市町村をいう︒︶の区域内に住所を有して

当該介護保険施設に入所した際他の市町村︵当該介護保険施設が

所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって︑

介護保険施設に入所することにより当該介護保険施設の

って︑当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村︵当

ぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの︵次

第十三条

該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう︒︶

項において﹁特定継続入所被保険者﹂という︒︶については︑こ

次に掲げる施設︵以下﹁住所地特例対象施設﹂という︒

の区域内に住所を有していたと認められるものは︑第九条の規定

特定継続入所被保険者のうち︑次の各号に掲げるものは︑第九

の限りでない︒

︒ただし︑二以上の住所地特例対象施設に継続して 入所等をして
いる住所地特例対象被保険者であって ︑現に入所等をして いる住
所地特例対象施設︵以下この項及び次項において﹁現入所施設﹂
という︒︶に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対
象施設︵以下この項において﹁直前入所施設﹂という︒︶及び現
入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び
現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認
められるもの︵次項において﹁特定継続入所被保険者﹂という︒
介護保険施設

︶については︑この限りでない︒
一

介護専用型特定施設のうち︑その入居定員が三十人以上であ
老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

るもの

二
三

特定継続入所被保険者のうち︑次の各号に掲げるものは︑第九

２

にかかわらず︑当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする

第十三条

２

３

条の規定にかかわらず︑当該各号に定める市町村が行う介護保険
の被保険者とする︒

条の規定にかかわらず︑当該各号に定める市町村が行う介護保険

れぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施

次住所を変更したと認められる被保険者であって ︑当該二以上

所することによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順

継続して入所している二以上の介護保険施設のそれぞれに入

設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特

の介護保険施設のうち最初の介護保険施設に入所した際他の市

一

例対象被保険者であって︑当該二以上の住所地特例対象施設の

町村︵現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう︒︶の

継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそ

の被保険者とする︒
一

うち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村︵

当該他の市町村

区域内に住所を有して いたと認められるもの

当該他の市町村

現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう︒︶の区域内
に住所を有していたと認められるもの

外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への

いう︒︶により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以

設に入所等をすること︵以下この号において﹁継続入所等﹂と

ち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施

変更﹂という︒︶を行ったと認められる被保険者であって ︑最

所在する場所への住所の変更︵以下この号において﹁特定住所

険施設の所在する場所以外の場所から当該他の介護保険施設の

この号において﹁継続入所﹂という︒︶により当該一の介護保

保険施設から継続して 他の介護保険施設に入所すること︵以下

継続して入所している二以上の介護保険施設のうち一の介護

住所の変更︵以下この号において﹁特定住所変更﹂という︒︶

後に行った特定住所変更に係る継続入所の際他の市町村︵現入

二

を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって︑最後

所施設が所在する市町村以外の市町村をいう︒︶の区域内に住

継続して 入所等をして いる二以上の住所地特例対象施設のう

に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村︵現入

当該他の市町村

所を有していたと認められるもの
当該他の市町村

所施設が所在する市町村以外の市町村をいう︒︶の区域内に住
所を有して いたと認められるもの

施設は︑当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に

前二項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険

設は︑当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地

対し介護保険を行う市町村に︑必要な協力をしなければならない

二

３

特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に︑必要な協力を

︒

住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施

しなければならない︒

︵略︶

︵委員︶
第十五条

︵委員︶
︵略︶

委員は︑要介護者等の保健︑医療又は福祉に関する学識経験を

有する者のうちから︑市町村長︵特別区にあっては︑区長︶が任

２

有する者のうちから︑市町村長︵特別区にあっては︑区長︒以下

命する︒

委員は︑要介護者等の保健︑医療又は福祉に関する学識経験を

第十五条
２

同じ︒︶が任命する︒

第四章

保険給付

第四章

保険給付
通則

第一節

通則

第一節

この法律による保険給付は︑次に掲げる保険給付とする

︵保険給付の種類︶
第十八条
︵略︶

この法律による保険給付は︑次に掲げる保険給付とする

︵保険給付の種類︶
第十八条
一

︒
︵略︶

被保険者の要介護状態となるおそれがある状態に関する保険

︒
一
二

前二号に掲げるもののほか︑要介護状態の軽減若しくは悪化

給付︵以下﹁予防給付﹂という︒︶

被保険者の要支援状態に関する保険給付︵以下﹁予防給付﹂
という︒︶
前二号に掲げるもののほか︑要介護状態又は要支援状態の軽

の防止又は要介護状態となることの予防に資する保険給付とし

三

二
三
減又は悪化の防止に資する保険給付として 条例で定めるもの︵

て条例で 定めるもの︵第五節において﹁市町村特別給付﹂とい

第十九条

︵略︶

︵市町村の認定︶

う︒︶

第五節において﹁市町村特別給付﹂という︒︶

︵市町村の認定︶
︵略︶

とについて ︑市町村の認定︵以下﹁要支援認定﹂という︒︶を受

予防給付を受けようとする被保険者は︑要支援者に該当するこ

と及びその該当する要支援状態区分について ︑市町村の認定︵以

けなければならない︒

２

下﹁要支援認定﹂という︒︶を受けなければならない︒

︵他の法令による給付との調整︶

予防給付を受けようとする被保険者は︑要支援者に該当するこ

第十九条
２

︵他の法令による給付との調整︶

基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当す

号︶の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に

う︒︶につき︑労働者災害補償保険法︵昭和二十二年法律第五十

は︑当該要介護状態又は要支援状態︵以下﹁要介護状態等﹂とい

うち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令

療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるものの

昭和二十二年法律第五十号︶の規定による療養補償給付若しくは

下﹁要介護状態等﹂という︒︶につき︑労働者災害補償保険法︵

は︑当該要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態︵以

介護給付又は予防給付︵以下﹁介護給付等﹂という︒︶

るものを受けることができるときは政令で 定める限度において ︑

で定める限度において︑又は当該政令で定める給付以外の給付で

第二十条

又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公

あって 国若しくは地方公共団体の負担において 介護給付等に相当

介護給付又は予防給付︵以下﹁介護給付等﹂という︒︶

共団体の負担において 介護給付等に相当するものが行われたとき

するものが行われたときはその限度において︑行わない︒

第二十条

はその限度において︑行わない︒

︵不正利得の徴収等︶
︵略︶

︵略︶

︵不正利得の徴収等︶
第二十二条

てその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス

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つい

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

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又は介

たため︑その保険給付が行われたものであるときは︑市町村は︑

は歯科医師が︑市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をし

くはこれに相当するサービス又は施設サービスに従事する医師又

の治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若し

ョン︑通所リハビリテーション又は短期入所療養介護についてそ

前項に規定する場合において︑訪問看護︑訪問リハビリテーシ

若しくはこれに相当するサービス︑施設サービス又は介護予防サ

当該医師又は歯科医師に対し︑保険給付を受けた者に連帯して同

２

ービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科

項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる︒

︑その保険給付が行われたものであるときは︑市町村は︑当該医
師又は歯科医師に対し︑保険給付を受けた者に連帯して同項の徴
収金を納付すべきことを命ずることができる︒

支援事業者︵以下こ の項において﹁指定居宅サービス事業者等﹂

防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防

事業者︑第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予

護保険施設︑第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス

業者︑第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者︑介

者︑第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事

項において 準用する場合を含む ︒︶の規定による支払を受けたと

四十八条第四項又は第五十一条の二第四項︵第六十一条の二第四

第四項︵第五十八条第四項において 準用する場合を含む ︒︶︑第

第五十三条第四項において準用する場合を含む︒︶︑第四十六条

という︒︶が︑偽りその他不正の行為により第四十一条第六項︵

護保険施設︵以下この項において﹁指定居宅サービス事業者等﹂

者︑第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介

市町村は︑第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業

という︒︶が︑偽りその他不正の行為により第四十一条第六項︑

きは︑当該指定居宅サービス事業者等に対し︑その支払った額に

市町村は︑第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業

第四十二条の二第六項︑第四十六条第四項︑第四十八条第四項︑

つき返還させるほか︑その返還させる額に百分の四十を乗じて得

３

医師が︑市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため

前項に規定する場合において︑訪問看護︑訪問リハビリテーシ

第二十二条
２

３

第五十一条の二第四項︑第五十三条第四項︑第五十四条の二第六

た額を支払わせることができる︒

第二十三条

市町村は︑保険給付に関して必要があると認めるとき

︵文書の提出等︶

項︑第五十八条第四項又は第六十一条の二第四項の規定による支
払を受けたときは︑当該指定居宅サービス事業者等に対し︑その
支払った額につき返還させるほか︑その返還させる額に百分の四
十を乗じて得た額を支払わせることができる︒

市町村は︑保険給付に関して必要があると認めるとき

︵文書の提出等︶
第二十三条

くは介護予防支援︵これに相当するサービスを含む︒︶をいう︒

着型介護予防サービス︵これに相当するサービスを含む︒︶若し

介護予防サービス︵これに相当するサービスを含む︒︶︑地域密

介護支援︵これに相当するサービスを含む︒︶︑施設サービス︑

地域密着型サービス︵これに相当するサービスを含む︒︶︑居宅

ービス等︵居宅サービス︵これに相当するサービスを含む︒︶︑

は︑当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サ

ることができる︒

求め︑若しくは依頼し︑又は当該職員に質問若しくは照会をさせ

宅改修を行う者に対し︑文書その他の物件の提出若しくは提示を

売する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住

︑保険給付に係る第四十四条第一項に規定する特定福祉用具を販

相当するサービスを含む︒︶若しくは施設サービスを担当する者

ス︵これに相当するサービスを含む︒︶︑居宅介護支援︵これに

は︑当該保険給付を受ける者又は当該保険給付に係る居宅サービ

︵帳簿書類の提示等︶

以下同じ︒︶を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第
一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者︵第
二十四条の二第一項第一号において﹁照会等対象者﹂という︒︶
に対し︑文書その他の物件の提出若しくは提示を求め︑若しくは
依頼し︑又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる
︒
︵帳簿書類の提示等︶
介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く︒次

居宅支援福祉用具購入費の支給及び居宅支援住宅改修費の支給を

介護福祉用具購入費の支給及び居宅介護住宅改修費の支給並びに

厚生労働大臣又は都道府県知事は︑介護給付等︵居宅

項及び第二百八条において同じ︒︶に関して必要があると認める

除く︒次項及び第二百八条において 同じ︒︶に関して必要がある

第二十四条

ときは︑居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し

と認めるときは︑居宅サービス︵これに相当するサービスを含む

厚生労働大臣又は都道府県知事は︑介護給付等︵居宅

︑その行った居宅サービス等に関し︑報告若しくは当該居宅サー

︒︶︑居宅介護支援︵これに相当するサービスを含む︒︶若しく

第二十四条

ビス等の提供の記録︑帳簿書類その他の物件の提示を命じ︑又は

︒
２〜４

︵略︶

他の物件の提示を命じ︑又は当該職員に質問させることができる

︑報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録︑帳簿書類その

又はこれを使用する者に対し︑その行った居宅サービス等に関し

は施設サービス︵以下﹁居宅サービス等﹂という︒︶を行った者

︵略︶

当該職員に質問させることができる︒

２〜４

市町村は︑次に掲げる事務の一部を︑法人であっ

︵指定市町村事務受託法人︶
第二十四条の二

２

３

４

５

６

て厚生労働省令で定める要件に該当し︑当該事務を適正に実施す
ることができると認められるものとして都道府県知事が指定する
もの︵以下この条において﹁指定市町村事務受託法人﹂という︒

その他厚生労働省令で定める事務

いて準用する場合を含む︒︶の規定による調査に関する事務

項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む︒︶にお

三十三条第四項︑第三十三条の二第二項︑第三十三条の三第二

第三十条第二項︑第三十一条第二項及び第三十二条第二項︵第

第二十七条第二項︵第二十八条第四項︑第二十九条第二項︑

を除く︒︶

第二十三条に規定する事務︵照会等対象者の選定に係るもの

︶に委託することができる︒
一
二

三

指定市町村事務受託法人は︑前項第二号の事務を行うときは︑
介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る
調査を行わせるものとする︒
指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員︵前項の介護支援
専門員その他厚生労働省令で定める者を含む︒次項において同じ
︒︶又はこれらの職にあった者は︑正当な理由なしに︑当該委託
事務に関して 知り得た秘密を漏らしてはならない︒
指定市町村事務受託法人の役員又は職員で ︑当該委託事務に従
事するものは︑刑法︵明治四十年法律第四十五号︶その他の罰則
の適用については︑法令により公務に従事する職員とみなす︒
市町村は︑第一項の規定により事務を委託したときは︑厚生労
働省令で定めるところにより︑その旨を公示しなければならない
︒
前各項に定めるもののほか︑指定市町村事務受託法人に関し必

認定

要な事項は︑政令で定める︒
第二節
︵要介護認定︶

第二節
︵要介護認定︶

認定

は︑厚生労働省令で定めるところにより︑第四十六条第一項に規

に申請をしなければならな い︒この場合において ︑当該被保険者

令で定めるところにより︑申請書に被保険者証を添付して 市町村

定する指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設︵以下この条及

は︑厚生労働省令で定めるところにより︑第四十六条第一項に規

に申請をしなければならない︒この場合において︑当該被保険者

令で定めるところにより︑申請書に被保険者証を添付して市町村

要介護認定を受けようとする被保険者は︑厚生労働省

定する指定居宅介護支援事業者︑地域密着型介護老人福祉施設若

び第三十二条第一項において﹁指定居宅介護支援事業者等﹂とい

第二十七条

しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百

う︒︶に︑当該申請に関する手続を代わって行わせることができ

要介護認定を受けようとする被保険者は︑厚生労働省

十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに︑当該

る︒

申請に係る被保険者に面接させ︑その心身の状況︑その置かれて

いる環境その他厚生労 働省令で 定める事項について 調査をさせる

申請に係る被保険者に面接させ︑その心身の状況︑その置かれて

市町村は︑前項の申請があったときは︑当該職員をして︑当該

いる環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせる

ものとする︒この場合において︑市町村は︑当該調査を指定居宅

２

ものとする︒この場合において︑市町村は︑当該被保険者が遠隔

介護支援事業者等に委託することができる︒

市町村は︑前項の申請があったときは︑当該職員をして︑当該

申請に関する手続を代わって行わせることができる︒

第二十七条

２

の地に居所を有するときは︑当該調査を他の市町村に嘱託するこ

前項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等

は︑第七十九条第二項第二号に規定する介護支援専門員その他厚

生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとす
る︒

第二項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者

︵略︶

とができる︒
３

４

等の役員若しくは前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定

める者又はこれらの職にあった者は︑正当な理由なしに︑当該委

託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない︒

第二項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者

６

市町村は︑第二項の調査の結果︑前項の主治の医師の意見又は

５

等の役員又は第三項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定め

る者で︑当該委託業務に従事するものは︑刑法︵明治四十年法律

第四十五号︶その他の罰則の適用については︑法令により公務に
︵略︶

７

従事する職員とみなす︒
３

市町村は︑第二項の調査︵第二十四条の二第一項第二号の規定

指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果そ

４

により委託された場合にあっては︑当該委託に係る調査を含む︒

５

６

７

８

る事項を認定審査会に通知し︑第一項の申請に係る被保険者につ

該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定め

︶の結果︑前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当

に応じ︑当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるもの

申請に係る被保険者について︑次の各号に掲げる被保険者の区分

の他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し︑第一項の

︵略︶

とする︒
一・二

いて︑次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ︑当該各号に定め
︵略︶

る事項に関し審査及び判定を求めるものとする︒
一・二

きは︑厚生労働大臣が定める基準に従い︑当該審査及び判定に係

認定審査会は︑前項の規定により審査及び判定を求められたと

きは︑厚生労働大臣が定める基準に従い︑当該審査及び判定に係

る被保険者について ︑同項各号に規定する事項に関し審査及び判

８

る被保険者について︑同項各号に規定する事項に関し審査及び判

定を行い︑その結果を市町村に通知するものとする︒この場合に

認定審査会は︑前項の規定により審査及び判定を求められたと

定を行い︑その結果を市町村に通知するものとする︒この場合に

おいて︑認定審査会は︑必要があると認めるときは︑次に掲げる
︵略︶

おいて︑認定審査会は︑必要があると認めるときは︑次に掲げる

一

事項について︑市町村に意見を述べることができる︒

︵略︶

第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は第四十八

事項について ︑市町村に意見を述べることができる︒
一

二

条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用

第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス︑第四十二条
の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条

等に関し当該被保険者が留意すべき事項

に関し当該被保険者が留意すべき事項

があると認めるときは︑当該審査及び判定に係る被保険者︑その

認定審査会は︑前項前段の審査及び判定をするに当たって 必要

第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等

二

９

があると認めるときは︑当該審査及び判定に係る被保険者︑その

家族︑第六項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことがで

認定審査会は︑前項前段の審査及び判定をするに当たって必要
家族︑第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことがで

きる︒

︵略︶

一

第八項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

︵略︶

生ずる︒

要介護認定は︑その申請のあった日にさかのぼってその効力を

二

保険者証に記載し︑これを返付するものとする︒

の場合において ︑市町村は︑次に掲げる事項を当該被保険者の被

を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない︒こ

査及び判定の結果に基づき︑要介護認定をしたときは︑その結果

市町村は︑第八項前段の規定により通知された認定審査会の審

きる︒
市町村は︑第五項前段の規定により通知された認定審査会の審
査及び判定の結果に基づき︑要介護認定をしたときは︑その結果
を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない︒こ
の場合において︑市町村は︑次に掲げる事項を当該被保険者の被
一

第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

保険者証に記載し︑これを返付するものとする︒
二

要介護認定は︑その申請のあった日にさかのぼってその効力を
生ずる︒

10
11

９

市町村は︑第五項前段の規定により通知された認定審査会の審
査及び判定の結果に基づき︑要介護者に該当しないと認めたとき
は︑理由を付して ︑その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知
するとともに︑当該被保険者の被保険者証を返付するものとする
︒
市町村は︑第一項の申請に係る被保険者が︑正当な理由なしに

市町村は︑第八項前段の規定により通知された認定審査会の審

査及び判定の結果に基づき︑要介護者に該当しないと認めたとき

は︑理由を付して︑その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知

するとともに︑当該被保険者の被保険者証を返付するものとする
︒

市町村は︑第一項の申請に係る被保険者が︑正当な理由なしに

︑第二項の規定による調査に応じないとき︑又は第六項ただし書

・

︵略︶

ることができる︒

の規定による診断命令に従わないときは︑第一項の申請を却下す

︑第二項の規定による調査︵第二十四条の二第一項第二号の規定
︶に応じないとき︑又は第三項ただし書の規定による診断命令に
︵略︶

従わないときは︑第一項の申請を却下することができる︒
・

４

︵略︶
︵略︶

同条の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

請に係る要介護更新認定について準用する︒この場合において︑

前条︵第十一項を除く︒︶の規定は︑前二項の申請及び当該申

２・３

第二十八条

︵要介護認定の更新︶

︵略︶

じ︒︶若しくはその職員︵前項の介護支援専門員その他厚生労働

その者が法人である場合にあっては︑その役員︒次項において同

第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等︵

調査を行わせるものとする︒

介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る

前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は︑

ものに委託することができる︒

﹂という︒︶又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定める

若しくは施設︵以下この条において﹁指定居宅介護支援事業者等

人福祉施設︑介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者

条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者︑地域密着型介護老

市町村は︑前項において準用する前条第二項の調査を第四十六

条の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

に係る要介護更新認定について準用する︒この場合において︑同

前条︵第八項を除く︒︶の規定は︑前二項の申請及び当該申請

︵略︶

第二十八条

︵要介護認定の更新︶

15

により委託された場合にあっては︑当該委託に係る調査を含む︒

13

12

14

２・３
４

５

６

７

12

10
11

８

省令で定める者を含む ︒次項において 同じ︒︶若しくは介護支援
専門員又はこれらの職にあった者は︑正当な理由なしに︑当該委
託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない︒
第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若
しくはその職員又は介護支援専門員で︑当該委託業務に従事する
ものは︑刑法その他の罰則の適用については︑法令により公務に
︵略︶

従事する職員とみなす︒
９・

２

︵略︶

第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は︑前項の申
請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用
する︒この場合において︑これらの規定に関し必要な技術的読替
えは︑政令で定める︒

５・６

︵略︶

︵要介護状態区分の変更の認定︶
︵略︶

第二十七条の規定は︑前項の申請及び当該申請に係る要介護状

第二十九条
２

態区分の変更の認定について準用する︒

当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求

場合において ︑市町村は︑厚生労 働省令で定めるところにより︑

ときは︑要介護状態区分の変更の認定をすることができる︒この

介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認める

介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要

め︑これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項におい

当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求

場合において︑市町村は︑厚生労働省令で定めるところにより︑

ときは︑要介護状態区分の変更の認定をすることができる︒この

介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認める

介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者について︑その

め︑これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項におい

て準用する第二十七条第八項後段の規定による認定審査会の意見

第三十条

て準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見

︵同項第二号に掲げる事項に係るものに限る︒︶を記載し︑これ

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者について︑その

︵同項第二号に掲げる事項に係るものに限る︒︶を記載し︑これ

を返付するものとする︒

八条第五項から第八項までの規定は︑前項の要介護状態区分の変

おいて︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定め

項の要介護状態区分の変更の認定について準用する︒この場合に

第二十七条第二項から第九項まで及び第十項前段の規定は︑前

更の認定について準用する︒この場合において︑これらの規定に

る︒

２

関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

第二十七条第二項から第六項まで及び第七項前段並びに第二十

を返付するものとする︒

第三十条

２

第二十九条

︵要介護状態区分の変更の認定︶

10

︵要介護認定の取消し︶

︵要介護認定の取消し︶

いずれかに該当するときは︑当該要介護認定を取り消すことがで

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者が次の各号の

いずれかに該当するときは︑当該要介護認定を取り消すことがで

きる︒こ の場合において ︑市町村は︑厚生労働省令で定めるとこ

第三十一条

きる︒この場合において︑市町村は︑厚生労働省令で定めるとこ

ろにより︑当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者が次の各号の

ろにより︑当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提

︵略︶

出を求め︑第二十七条第十項各号に掲げる事項の記載を消除し︑
一

出を求め︑第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し︑
︵略︶

これを返付するものとする︒

一

正当な理由なしに︑前条第二項若しくは次項において準用す

る第二十七条第二項の規定による調査に応じないとき︑又は前

二

る第二十七条第二項の規定による調査︵第二十四条の二第一項

条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第六項ただ

正当な理由なしに︑前条第二項若しくは次項において 準用す
第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八

し書の規定による診断命令に従わないとき︒

係る調査を含む︒︶に応じないとき︑又は前条第二項若しくは
次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による
診断命令に従わないとき︒

十項前段の規定は︑前項第一号の規定による要介護認定の取消し

第二十七条第二項から第四項まで︑第五項前段︑第六項及び第
七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は︑前項

について準用する︒この場合において︑これらの規定に関し必要

第二十七条第二項から第七項まで︑第八項前段︑第九項及び第

条第五項の規定により委託された場合にあっては︑当該委託に

二

２

これを返付するものとする︒

第三十一条

２

第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する︒この

な技術的読替えは︑政令で定める︒

︵要支援認定︶

場合において︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令
で定める︒
︵要支援認定︶
令で定めるところにより︑申請書に被保険者証を添付して 市町村

に申請をしなければならない︒この場合において︑当該被保険者

令で定めるところにより︑申請書に被保険者証を添付して市町村

要支援認定を受けようとする被保険者は︑厚生労働省

に申請をしなければならない︒この場合において︑当該被保険者

は︑厚生労働省令で定めるところにより︑指定居宅介護支援事業

第三十二条

は︑厚生労働省令で定めるところにより︑第四十六条第一項に規

者等に︑当該申請に関する手続を代わって行わせることができる

要支援認定を受けようとする被保険者は︑厚生労働省

定する指定居宅介護支援事業者︑地域密着型介護老人福祉施設若

︒

第三十二条

しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百
十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに︑当該

２

３

４

５

申請に関する手続を代わって行わせることができる︒

第二十七条第二項から第六項までの規定は︑前項の申請に係る

調査並びに前項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当

２

並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被

該被保険者に対する診断命令について準用する︒

第二十七条第二項及び第三項の規定は︑前項の申請に係る調査
保険者に対する診断命令について準用する︒
二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあって

定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その

果︑前項において準用する同条第六項の主治の医師の意見又は指

市町村は︑前項において準用する第二十七条第二項の調査の結

は︑当該委託に係る調査を含む︒︶の結果︑前項において 準用す

他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し︑第一項の申

３

る第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しく

請に係る被保険者について︑次の各号に掲げる被保険者の区分に

市町村は︑前項において準用する第二十七条第二項の調査︵第

は当該職員で 医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で

応じ︑当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものと

すること︒
第二号被保険者

要介護状態となるおそれがある状態に該当

要介護状態となるおそれがある状態に該当

定める事項を認定審査会に通知し︑第一項の申請に係る被保険者

二

第一号被保険者

する︒

要支援状態に該当すること及びその該当す
要支援状態に該当すること︑その該当する

一

について ︑次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ︑当該各号に
第一号被保険者

定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする︒
一
る要支援状態区分
第二号被保険者

すること及びその要介護状態となるおそれがある状態の原因で

きは︑厚生労働大臣が定める基準に従い︑当該審査及び判定に係

二

要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精

ある身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもので

きは︑厚生労働大臣が定める基準に従い︑当該審査及び判定に係

る被保険者について ︑同項各号に規定する事項に関し審査及び判

認定審査会は︑前項の規定により審査及び判定を求められたと

あること︒

神上の障害が特定疾病によって生じたものであること︒
４

る被保険者について︑同項各号に規定する事項に関し審査及び判

定を行い︑その結果を市町村に通知するものとする︒この場合に

認定審査会は︑前項の規定により審査及び判定を求められたと

定を行い︑その結果を市町村に通知するものとする︒この場合に

おいて︑認定審査会は︑必要があると認めるときは︑次に掲げる

第二十七条第九項の規定は︑前項前段の審査及び判定について

効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの適切かつ有

な療養及び家事に係る援助に関する事項

当該被保険者が要介護状態となることを予防するために必要

おいて︑認定審査会は︑必要があると認めるときは︑次に掲げる

二

一

事項について︑市町村に意見を述べることができる︒

当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必
要な療養及び家事に係る援助に関する事項
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は第五

５

事項について ︑市町村に意見を述べることができる︒
一
二

十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス
の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
第二十七条第六項の規定は︑前項前段の審査及び判定について

６

準用する︒

準用する︒

市町村は︑第四項前段の規定により通知された認定審査会の審

査及び判定の結果に基づき︑要支援認定をしたときは︑その結果

６

査及び判定の結果に基づき︑要支援認定をしたときは︑その結果

を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない︒こ

市町村は︑第四項前段の規定により通知された認定審査会の審
を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない︒こ

の場合において ︑市町村は︑次に掲げる事項を当該被保険者の被
要支援者に該当する旨

の場合において︑市町村は︑次に掲げる事項を当該被保険者の被
一

︵略︶

保険者証に記載し︑これを返付するものとする︒

該当する要支援状態区分
二

保険者証に記載し︑これを返付するものとする︒
一
︵略︶

︵略︶

第二十七条第十三項から第十五項までの規定は︑第一項の申請

７・８

二
︵略︶

９

及び当該申請に対する処分について 準用する︒

第二十七条第十項から第十二項までの規定は︑第一項の申請及

７・８
９
び当該申請に対する処分について準用する︒

︵要支援認定の更新︶

要支援認定は︑厚生労働省令で定める期間︵以下この

︵要支援認定の更新︶

第三十三条

条において﹁有効期間﹂という︒︶内に限り︑その効力を有する

要支援認定は︑要支援状態区分に応じて厚生労働省令

で定める期間︵以下この条において﹁有効期間﹂という︒︶内に

︒

第三十三条
限り︑その効力を有する︒

要支援認定を受けた被保険者は︑有効期間の満了後においても

要介護状態となるおそれがある状態に該当すると見込まれるとき

２

要支援状態に該当すると見込まれるときは︑厚生労働省令で定め

は︑厚生労働省令で定めるところにより︑市町村に対し︑当該要

要支援認定を受けた被保険者は︑有効期間の満了後においても
るところにより︑市町村に対し︑当該要支援認定の更新︵以下﹁

支援認定の更新︵以下﹁要支援更新認定﹂という︒︶の申請をす
３

前条︵第七項を除く︒︶の規定は︑前二項の申請及び当該申請

︵略︶

２

要支援更新認定﹂という︒︶の申請をすることができる︒
︵略︶

４

ることができる︒
３

前条︵第七項を除く︒︶及び第二十八条第五項から第八項まで

に係る要支援更新認定について準用する︒この場合において︑同

４

の規定は︑前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定につ

︵略︶

条の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
５・６

いて 準用する︒こ の場合において ︑これらの規定に関し必要な技
︵略︶

術的読替えは︑政令で定める︒
５・６

要支援認定を受けた被保険者は︑その支援の必要

︵要支援状態区分の変更の認定︶
第三十三条の二

２

の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の
要支援状態区分に該当すると認めるときは︑厚生労働省令で定め
るところにより︑市町村に対し︑要支援状態区分の変更の認定の
申請をすることができる︒
第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は︑前
項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用
する︒この場合において︑これらの規定に関し必要な技術的読替
えは︑政令で定める︒
市町村は︑要支援認定を受けた被保険者について

第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から

︑これを返付するものとする︒

の意見︵同項第二号に掲げる事項に係るものに限る︒︶を記載し

において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会

出を求め︑これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項

より︑当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提

︒この場合において︑市町村は︑厚生労働省令で定めるところに

認めるときは︑要支援状態区分の変更の認定をすることができる

係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと

︑その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に

第三十三条の三

２

第五項まで及び第六項前段の規定は︑前項の要支援状態区分の変
更の認定について 準用する︒この場合において︑これらの規定に
関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
︵要支援認定の取消し︶

︵要支援認定の取消し︶

いずれかに該当するときは︑当該要支援認定を取り消すことがで

市町村は︑要支援認定を受けた被保険者が次の各号の

いずれかに該当するときは︑当該要支援認定を取り消すことがで

きる︒この場合において︑市町村は︑厚生労働省令で定めるとこ

第三十四条

きる︒この場合において︑市町村は︑厚生労働省令で定めるとこ

ろにより︑当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提

市町村は︑要支援認定を受けた被保険者が次の各号の

ろにより︑当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提

出を求め︑第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し︑

第三十四条

出を求め︑第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し︑

２

一

︵略︶

これを返付するものとする︒

︵略︶

これを返付するものとする︒
一

の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査に

正当な理由なしに︑次項において準用する第三十二条第二項

る第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項

応じないとき︑又は次項において 準用する第三十二条第二項の

二

の規定による調査︵第二十四条の二第一項第二号又は前条第二

規定により準用される第二十七条第六項ただし書の規定による

正当な理由なしに︑前条第二項若しくは次項において準用す

項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定によ

診断命令に従わないとき︒

に応じないとき︑又は次項において準用する第三十二条第二項
の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定によ
る診断命令に従わないとき︒

段の規定は︑前項第一号の規定による要支援認定の取消しについ

第三十二条第二項︑第三項︑第四項前段︑第五項及び第六項前

り委託された場合にあっては︑当該委託に係る調査を含む︒︶

二

２

三項︑第四項前段︑第五項及び第六項前段の規定は︑前項第一号

て準用する︒こ の場合において ︑これらの規定に関し必要な技術

第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項︑第
の規定による要支援認定の取消しについて準用する︒この場合に

的読替えは︑政令で定める︒

︵要介護認定等の手続の特例︶

おいて︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定め
る︒
︵要介護認定等の手続の特例︶

において準用する場合を含む︒︶の規定により審査及び判定を求

認定審査会は︑第二十七条第七項︵第二十八条第四項

において準用する場合を含む︒︶の規定により審査及び判定を求

められた被保険者について︑要介護者に該当しないと認める場合

第三十五条

められた被保険者について ︑要介護者に該当しな いと認める場合

であっても︑要支援者に該当すると認めるときは︑第二十七条第

認定審査会は︑第二十七条第四項︵第二十八条第四項

であっても︑要支援者に該当すると認めるときは︑第二十七条第

八項︵第二十八条第四項において準用する場合を含む︒︶の規定

第三十五条

五項︵第二十八条第四項において準用する場合を含む ︒︶の規定

︵略︶

にかかわらず︑その旨を市町村に通知することができる︒
２・３

にかかわらず︑その旨を市町村に通知することができる︒
︵略︶

第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め︑同条第五

係る被保険者について ︑第二十七条第一項の申請がなされ︑同条

項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし︑要介護

第七項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め︑同条第八

係る被保険者について︑第二十七条第一項の申請がなされ︑同条

市町村は︑前項の規定による通知があったときは︑当該通知に

項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし︑要介護

認定をすることができる︒この場合において︑市町村は︑当該被

４

認定をすることができる︒こ の場合において ︑市町村は︑当該被

保険者に︑要介護認定をした旨を通知するとともに︑同条第十項

市町村は︑前項の規定による通知があったときは︑当該通知に

２・３
４

保険者に︑要介護認定をした旨を通知するとともに︑同条第七項

５

６

返付するものとする︒

各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し︑これを
返付するものとする︒

各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し︑これを

第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について

︑要介護者に該当しないと認める場合であっても︑要支援者に該

第七項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について

認定審査会は︑第三十一条第二項において準用する第二十七条

︑要介護者に該当しないと認める場合であっても︑要支援者に該

当すると認めるときは︑第三十一条第二項において 準用する第二

５

当すると認めるときは︑第三十一条第二項において準用する第二

十七条第八項の規定にかかわらず︑その旨を市町村に通知するこ

認定審査会は︑第三十一条第二項において 準用する第二十七条

十七条第五項の規定にかかわらず︑その旨を市町村に通知するこ

︵住所移転後の要介護認定及び要支援認定︶

︵略︶

とができる︒
６

とができる︒
︵略︶
︵住所移転後の要介護認定及び要支援認定︶

段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず︑認

要支援認定の申請をしたときは︑第二十七条第四項及び第七項前

要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて︑要介護認定又は

四日以内に︑当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は

た場合において︑当該被保険者が︑その資格を取得した日から十

定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となっ

定審査会の審査及び判定を経ることなく︑当該書面に記載されて

段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず︑認

要支援認定の申請をしたときは︑第二十七条第七項及び第十項前

要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて︑要介護認定又は

四日以内に︑当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は

た場合において︑当該被保険者が︑その資格を取得した日から十

定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となっ

市町村は︑他の市町村による要介護認定又は要支援認

定審査会の審査及び判定を経ることなく︑当該書面に記載されて

いる事項に即して︑要介護認定又は要支援認定をすることができ

第三十六条

いる事項に即して ︑要介護認定又は要支援認定をすることができ

る︒

市町村は︑他の市町村による要介護認定又は要支援認

る︒

︵介護給付等対象サービスの種類の指定︶

第三十六条

︵介護給付等対象サービスの種類の指定︶

項の規定による要介護状態区分の変更の認定︑要支援認定︑要支

第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一

支援更新認定︵以下この項において単に﹁認定﹂という︒︶をす

項の規定による要介護状態区分の変更の認定︑要支援認定又は要

第二項において 準用する第二十七条第十項若しくは第三十条第一

市町村は︑要介護認定︑要介護更新認定︑第二十九条

援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二

るに当たっては︑第二十七条第八項第一号︵第二十八条第四項︑

第三十七条

条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態

第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含

市町村は︑要介護認定︑要介護更新認定︑第二十九条

区分の変更の認定︵以下この項において単に﹁認定﹂という︒︶

む︒︶又は第三十二条第四項第一号︵第三十三条第四項において

第三十七条

をするに当たっては︑第二十七条第五項第一号︵第二十八条第四

に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができ

介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費

特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型

護サービス費に係る施設サービス︑介護予防サービス費若しくは

る地域密着型サービス︑施設介護サービス費若しくは特例施設介

着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係

費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス︑地域密

当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス

場合を含む︒︶に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき︑

三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する

を含む︒︶又は第三十二条第四項第一号︵第三十三条第四項︑第

項︑第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合

る居宅サービス又は施設サービスの種類を記載するものとする︒

段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて ︑当該指定に係

項において準用する場合を含む︒︶若しくは第三十五条第二項後

三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段︵第三十三条第四

おいて準用する場合を含む︒︶︑第三十条第一項後段若しくは第

二十七条第十項後段︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項に

この場合において︑市町村は︑当該被保険者の被保険者証に︑第

サービス費に係る居宅サービスの種類を指定することができる︒

係る施設サービス又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援

若しくは施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に

サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス

基づき︑当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護

準用する場合を含む︒︶に掲げる事項に係る認定審査会の意見に

前項前段の規定による指定を受けた被保険者は︑当該指定に係

る︒この場合において ︑市町村は︑当該被保険者の被保険者証に
︑第二十七条第七項後段︵第二十八条第四項及び第二十九条第二
項において準用する場合を含む︒︶︑第三十条第一項後段若しく
は第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段︵第三十三条
第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む︒
︶︑第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若
しくは第六項後段の規定による記載に併せて ︑当該指定に係る居
宅サービス︑地域密着型サービス︑施設サービス︑介護予防サー
ビス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとす
る︒
２

る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をすること

前項前段の規定による指定を受けた被保険者は︑当該指定に係
る居宅サービス︑地域密着型サービス︑施設サービス︑介護予防

ができる︒
３

︵略︶

２

サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請を
︵略︶

市町村は︑第二項の申請があった場合において︑厚生労働省令

することができる︒
３

４

で定めるところにより︑認定審査会の意見を聴き︑必要があると

市町村は︑第二項の申請があった場合において︑厚生労働省令
で定めるところにより︑認定審査会の意見を聴き︑必要があると

認めるときは︑当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの

４

認めるときは︑当該指定に係る居宅サービス︑地域密着型サービ

５

ス︑施設サービス︑介護予防サービス又は地域密着型介護予防サ
ービスの種類の変更をすることができる︒

種類の変更をすることができる︒

いて第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス︑地域密着

ービスの種類を変更したときは︑その結果を当該被保険者に通知

いて 第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設サ

市町村は︑前項の規定により第二項の申請に係る被保険者につ

型サービス︑施設サービス︑介護予防サービス又は地域密着型介

するとともに︑当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービ

５

護予防サービスの種類を変更したときは︑その結果を当該被保険

ス又は施設サービスの種類を記載し︑これを返付するものとする

市町村は︑前項の規定により第二項の申請に係る被保険者につ

者に通知するとともに︑当該被保険者の被保険者証に変更後の居
︒

︵都道府県の援助等︶

宅サービス︑地域密着型サービス︑施設サービス︑介護予防サー
ビス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し︑これを返
付するものとする︒
︵都道府県の援助等︶

︵略︶
︵略︶

第三十八条
２

︵略︶

︵略︶

第三十八条
２

会について 準用する︒こ の場合において ︑第十五条中﹁市町村長

第十五条及び第十七条の規定は︑前項の都道府県介護認定審査

会について準用する︒この場合において︑第十五条中﹁市町村長

︵特別区にあっては︑区長︶﹂とあるのは︑﹁都道府県知事﹂と

３

︵特別区にあっては︑区長︒以下同じ︒︶﹂とあるのは︑﹁都道

読み替えるものとする︒

第十五条及び第十七条の規定は︑前項の都道府県介護認定審査

府県知事﹂と読み替えるものとする︒

︒︶︑第三十条︑第三十二条︵第三十三条第四項︑第三十三条の

十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む

︵第二十八条第四項︑第二十九条第二項︑第三十条第二項︑第三

第二項において 準用する場合を含む ︒︶及び第三十五条から前条

︒︶︑第三十条︑第三十二条︵第三十三条第四項及び第三十四条

十一条第二項及び第三十二条第五項において 準用する場合を含む

︵第二十八条第四項︑第二十九条第二項︑第三十条第二項︑第三

審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条

二第二項︑第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において

まで の規定を適用する場合においては︑これらの規定中﹁認定審

審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条

準用する場合を含む︒︶︑第三十三条の三及び第三十五条から前

査会﹂とあるのは︑﹁都道府県介護認定審査会﹂とする︒

４

３

４

条までの規定を適用する場合においては︑これらの規定中﹁認定
審査会﹂とあるのは︑﹁都道府県介護認定審査会﹂とする︒

介護給付

第三節

介護給付

介護給付は︑次に掲げる保険給付とする︒

第三節

第四十条

︵介護給付の種類︶
介護給付は︑次に掲げる保険給付とする︒

︵介護給付の種類︶
第四十条

地域密着型介護サービス費の支給

︵略︶

三
特例地域密着型介護サービス費の支給

一・二
四

一・二

︵略︶

三〜十一

︵略︶

五〜十三

︵居宅介護サービス費の支給︶

︵略︶

︵居宅介護サービス費の支給︶

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

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

ハビリテーション︑短期入所生活介護︑短期入所療養介護及び特

用︵特定福祉用具の購入に要した費用を除き︑通所介護︑通所リ

該居宅要介護被保険者に対し︑当該指定居宅サービスに要した費

ビス︵以下﹁指定居宅サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当

定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サー

する者︵以下﹁指定居宅サービス事業者﹂という︒︶から当該指

以下﹁居宅要介護被保険者﹂という︒︶が︑都道府県知事が指定

護被保険者﹂という︒︶のうち居宅において介護を受けるもの︵

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︑

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

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

期入所療養介護︑認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者

用︵通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所生活介護︑短

該居宅要介護被保険者に対し︑当該指定居宅サービスに要した費

ビス︵以下﹁指定居宅サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当

定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サー

する者︵以下﹁指定居宅サービス事業者﹂という︒︶から当該指

以下﹁居宅要介護被保険者﹂という︒︶が︑都道府県知事が指定

護被保険者﹂という︒︶のうち居宅において介護を受けるもの︵

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者︵以下﹁要介

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︒

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

第四十一条

︶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

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

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者︵以下﹁要介

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︑

第四十一条

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

この限りでない︒
︵略︶

居宅介護サービス費の額は︑次の各号に掲げる居宅サービスの
︵略︶

４

２・３

けたときは︑この限りでない︒
︵略︶

居宅介護サービス費の額は︑次の各号に掲げる居宅サービスの

２・３
４

一

短期入所生活介護︑短期入所療養介護︑認知症対応型共同生

区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒

︵略︶

二

区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒
一

短期入所生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入居者生

活介護及び特定施設入所者生活介護

二
活介護

種類ごとに︑要介護状態区分︑当該居宅サービスの種類に係る

これらの居宅サービスの

︑当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行

指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案

これらの居宅サービスの種類ごとに︑要介護状態区分

う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅

５〜

サービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する

サービスに要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定居宅

める基準により算定した費用の額︵その額が現に当該指定居宅

省令で定める費用を除く︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定

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

サービスに要する平均的な費用︵食事の提供に要する費用︑滞

るときは︑当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする

︵その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超え

を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く︒︶の額

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

して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用︵

︵略︶

︒︶の百分の九十に相当する額
５〜

額
︵略︶

前項の規定による委託を受けた連合会は︑当該委託をした市町

︵略︶

ができる︒

あって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託すること

を受けた支払に関する事務の一部を︑営利を目的としない法人で

村の同意を得て ︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該委託

２

︵略︶

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要介護被保険者

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

る第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚

生労働省令で定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及び運営に関する基準のうち︑厚生労働

省令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

り行われるものに限る︒次号及び第五十四条第一項において﹁

基準該当居宅サービス﹂という︒︶を受けた場合において ︑必
要があると認めるとき︒
︵略︶

特例居宅介護サービス費の額は︑当該居宅サービス又はこれに

三・四

二

一

に対し︑特例居宅介護サービス費を支給する︒

第四十二条

︵特例居宅介護サービス費の支給︶

︵略︶
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
る第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚
生労働省令で定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及び運営に関する基準のうち︑厚生労働
省令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
り行われるものに限る︒次号において﹁基準該当居宅サービス
﹂という︒︶を受けた場合において︑必要があると認めるとき
︒
︵略︶
特例居宅介護サービス費の額は︑当該居宅サービス又はこれに

三・四

二

一

に対し︑特例居宅介護サービス費を支給する︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要介護被保険者

︵特例居宅介護サービス費の支給︶

︵略︶

働省令で定める要件に該当するものに委託することができる︒

を受けた事務の一部を︑営利を目的としない法人であって厚生労

11
12

第四十二条

２

10

村の同意を得て︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該委託

前項の規定による委託を受けた連合会は︑当該委託をした市町

10

11
12

３

４

市町村が定める︒

た費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額を基準として︑

きは︑当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要し

費用として厚生労働省令で定める費用を除く︒︶の額を超えると

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

びにこれらに相当するサービスに要した費用については︑食事の

入所生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並

に要した費用を除き︑通所介護︑通所リハビリテーション︑短期

又はこれに相当するサービスに要した費用︵特定福祉用具の購入

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該居宅サービス

相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定め

る︒

する︒︶の百分の九十に相当する額を基準として︑市町村が定め

に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額と

生労働省令で定める費用を除く︒︶の額を超えるときは︑当該現

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

相当するサービスに要した費用については︑食事の提供に要する

対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに

ビリテーション︑短期入所生活介護︑短期入所療養介護︑認知症

又はこれに相当するサービスに要した費用︵通所介護︑通所リハ

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該居宅サービス

相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定め

市町村長は︑特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があ
ると認めるときは︑当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに
相当するサービスを担当する者若しくは担当した者︵以下この項
において﹁居宅サービス等を担当する者等﹂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命じ︑若しくは出頭
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
居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入
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︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて ︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒

市町村は︑要介護被保険者が︑当該市町村の長が

︵地域密着型介護サービス費の支給︶
第四十二条の二

指定する者︵以下﹁指定地域密着型サービス事業者﹂という︒︶
から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により
行われる地域密着型サービス︵以下﹁指定地域密着型サービス﹂
という︒︶を受けたときは︑当該要介護被保険者に対し︑当該指

２

定地域密着型サービスに要した費用︵認知症対応型通所介護︑小
規模多機能型居宅介護︑認知症対応型共同生活介護︑地域密着型
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
生活介護に要した費用については︑食事の提供に要する費用︑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︑
地域密着型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地域密着型サービスを受けた
ときは︑この限りでない︒
地域密着型介護サービス費の額は︑次の各号に掲げる地域密着
これらの地

小規模多機能型居宅介護︑認知症対応型共同生活介護︑地域

当する額

密着型サービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相

サービスに要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定地域

準により算定した費用の額︵その額が現に当該指定地域密着型

定める費用を除く︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基

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

知症対応型通所介護に要する費用については︑食事の提供に要

される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用︵認

サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定

類に係る指定地域密着型サービスの内容︑当該指定地域密着型

域密着型サービスの種類ごとに︑当該地域密着型サービスの種

夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護

型サービスの区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒
一

二

これらの地域密着型サービスの種類ごとに

密着型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
設入所者生活介護

︑要介護状態区分︑当該地域密着型サービスの種類に係る指定
地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘
案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的

３
４

５

６

７

な費用︵食事の提供に要する費用︑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働省令で定める費用を除く
︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額︵その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した
費用の額を超えるときは︑当該現に指定地域密着型サービスに
要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額
厚生労働大臣は︑前項各号の基準を定めようとするときは︑あ
らかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない︒
市町村は︑第二項各号の規定にかかわらず︑同項各号に定める
地域密着型介護サービス費の額に代えて︑その額を超えない額を
︑当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすること
ができる︒
市町村は︑前項の当該市町村における地域密着型介護サービス
費の額を定めようとするときは︑あらかじめ︑当該市町村が行う
介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ︑及び学識
経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなけ
ればならない︒
要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域
密着型サービスを受けたとき︵当該要介護被保険者が第四十六条
第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらか
じめ市町村に届け出て いる場合であって︑当該指定地域密着型サ
ービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の
厚生労働省令で定める場合に限る︒︶は︑市町村は︑当該要介護
被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該
指定地域密着型サービスに要した費用について︑地域密着型介護
サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度
において︑当該要介護被保険者に代わり︑当該指定地域密着型サ
ービス事業者に支払うことができる︒
前項の規定による支払があったときは︑要介護被保険者に対し
地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす︒

８

９

２

市町村は︑指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護
サービス費の請求があったときは︑第二項各号の厚生労働大臣が
定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額及び第七十
八条の四第二項又は第四項に規定する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︵指定地域密着型サービスの取
扱いに関する部分に限る︒︶に照らして審査した上︑支払うもの
とする︒
第四十一条第二項︑第三項︑第十項及び第十一項の規定は地域
密着型介護サービス費の支給について︑同条第八項の規定は指定
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
前各項に規定するもののほか︑地域密着型介護サービス費の支

︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

三

二

一

市町村は︑次に掲げる場合には︑要介護被保険者

特例地域密着型介護サービス費の額は︑当該地域密着型サービ

その他政令で定めるとき︒

ービスを受けた場合において︑必要があると認めるとき︒

老人福祉施設入所者生活介護を除く︒︶又はこれに相当するサ

域密着型サービス以外の地域密着型サービス︵地域密着型介護

基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が︑指定地

く困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める

者生活介護を除く︒以下この号において同じ︒︶の確保が著し

指定地域密着型サービス︵地域密着型介護老人福祉施設入所

受けた場合において ︑必要があると認めるとき︒

緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを

要介護被保険者が︑当該要介護認定の効力が生じた日前に︑

に対し︑特例地域密着型介護サービス費を支給する︒

第四十二条の三

︵特例地域密着型介護サービス費の支給︶

費の請求に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒

給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス

10

３

４

ス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労
働大臣が定める基準により算定した費用の額︵その額が現に当該
地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用︵
認知症対応型通所介護︑小規模多機能型居宅介護︑認知症対応型
共同生活介護︑地域密着型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護並びにこれらに相当するサー
ビスに要した費用については︑食事の提供に要する費用︑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働省令で
定める費用を除く︒︶の額を超えるときは︑当該現に地域密着型
サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする︒
︶の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村
が定めた額を基準として︑市町村が定める︒
市町村長は︑特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必
要があると認めるときは︑当該支給に係る地域密着型サービス若
しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者
︵以下こ の項において﹁地域密着型サービス等を担当する者等﹂
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
命じ︑若しくは出頭を求め︑又は当該職員に関係者に対して質問
させ︑若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該
支給に係る事業所に立ち入り︑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︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す
る︒
︵居宅介護サービス費等に係る支給限度額︶

︵居宅介護サービス費等に係る支給限度額︶

居宅要介護被保険者が居宅サービス区分︵居宅サービ

ス︵これに相当するサービスを含む︒以下この条において同じ︒

第四十三条

ビス︵これに相当するサービスを含む︒以下この条において同じ

︶について ︑その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚

居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分︵居宅サー

︒︶及び地域密着型サービス︵これに相当するサービスを含み︑

生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう︒以下同じ

第四十三条

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く︒以下この条

２

３

４

サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する

につき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護

期間において 受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービス

いう︒以下同じ︒︶ごとに月を単位として厚生労働省令で定める

等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分を

において 同じ︒︶について ︑その種類ごとの相互の代替性の有無

九十に相当する額を超えることができない︒

として︑厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の

総額の合計額は︑居宅介護サービス費区分支給限度基準額を基礎

宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の

けた一の居宅サービス区分に係る居宅サービスにつき支給する居

︒︶ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受

地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サ
ービス費の額の総額の合計額は︑居宅介護サービス費等区分支給
限度基準額を基礎として︑厚生労働省令で定めるところにより算
定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない︒

おける当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着

ビス等区分ごとに︑同項に規定する厚生労働省令で定める期間に

応じた標準的な利用の態様︑当該居宅サービスに係る第四十一条

る当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの要介護状態区分に

ス区分ごとに︑同項に規定する厚生労働省令で定める期間におけ

前項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額は︑居宅サービ

型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様︑当該

第四項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大

２

居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各

臣が定める額とする︒

前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は︑居宅サー

号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする︒

り︑第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて︑

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

り︑第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて

その額を超える額を︑当該市町村における居宅介護サービス費区

３

︑その額を超える額を︑当該市町村における居宅介護サービス費

分支給限度基準額とすることができる︒

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

等区分支給限度基準額とすることができる︒

び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の

の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及

を単位として厚生労 働省令で定める期間において 受けた一の種類

生労働大臣が定めるものに限る︒次項において同じ︒︶ごとに月

サービスの種類︵居宅サービス等区分に含まれるものであって厚

基準額を基礎として ︑厚生労働省令で定めるところにより算定し

の額の総額の合計額について︑居宅介護サービス費種類支給限度

する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費

で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給

限る︒次項において 同じ︒︶ごとに月を単位として厚生労 働省令

ービス区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに

市町村は︑居宅要介護被保険者が居宅サービスの種類︵居宅サ

地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の

た額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととす

４

額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額

ることができる︒

市町村は︑居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型

について ︑居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎とし

５

６

て︑厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十
に相当する額を超えることができないこととすることができる︒

及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を

宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号

サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様︑当該居

労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型

ビス及び地域密着型サービスの種類ごとに︑同項に規定する厚生

︵第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては︑当

ビス区分に係る第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額

大臣が定める基準等を勘案し︑当該居宅サービスを含む居宅サー

態様︑当該居宅サービスに係る第四十一条第四項各号の厚生労働

ける当該居宅サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の

スの種類ごとに︑同項に規定する厚生労働省令で定める期間にお

前項の居宅介護サービス費種類支給限度基準額は︑居宅サービ

勘案し︑当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サ

該条例による措置が講ぜられた額とする︒︶の範囲内において︑

５

ービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度

市町村が条例で定める額とする︒

前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は︑居宅サー

基準額︵第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあって
は︑当該条例による措置が講じられた額とする︒︶の範囲内にお
いて︑市町村が条例で定める額とする︒

支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百

密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を

定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介

相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規

とにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に

居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を支給するこ

分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額

護サービス費又は特例居宅介護サービス費の額は︑第四十一条第

６

が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における

四項各号又は前条第二項の規定にかかわらず︑政令で定めるとこ

居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域

当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地

ろにより算定した額とする︒

︵居宅介護福祉用具購入費の支給︶

域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費
の額は︑第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第二項又は第
四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規
定にかかわらず︑政令で定めるところにより算定した額とする︒
︵居宅介護福祉用具購入費の支給︶

市町村は︑居宅要介護被保険者が︑入浴又は排せつの

用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用具︵以

第四十四条

に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス

下﹁特定福祉用具﹂という︒︶を購入したときは︑当該居宅要介

市町村は︑居宅要介護被保険者が︑特定福祉用具販売

事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したと

護被保険者に対し︑居宅介護福祉用具購入費を支給する︒

第四十四条

きは︑当該居宅要介護被保険者に対し︑居宅介護福祉用具購入費
を支給する︒

２〜７

︵略︶

︵略︶

︵居宅介護住宅改修費の支給︶
第四十五条
︵略︶

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

ち入り︑その帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒

︑若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立

︑若しくは出頭を求め︑又は当該職員に関係者に対して質問させ

う︒︶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

修を行った者︵以下この項において﹁住宅改修を行う者等﹂とい

認めるときは︑当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改

市町村長は︑居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると

２〜７
８

９

いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要介護被保険者

︵特例居宅介護サービス計画費の支給︶
第四十七条

２〜７

︵略︶

︵居宅介護住宅改修費の支給︶
︵略︶

︵略︶

第四十五条
２〜７

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要介護被保険者

︵特例居宅介護サービス計画費の支給︶
第四十七条

に対し︑特例居宅介護サービス計画費を支給する︒

る第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数及び同条第二

援又はこれに相当するサービス︵指定居宅介護支援の事業に係

項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のう

る第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数及び同条第二

援又はこれに相当するサービス︵指定居宅介護支援の事業に係

居宅要介護被保険者が︑指定居宅介護支援以外の居宅介護支

項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のう

ち︑厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行

一

ち︑厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行

う事業所により行われるものに限る︒次号及び第五十九条第一

居宅要介護被保険者が︑指定居宅介護支援以外の居宅介護支

に対し︑特例居宅介護サービス計画費を支給する︒
一

う事業所により行われるものに限る︒次号において﹁基準該当

項において﹁基準該当居宅介護支援﹂という︒︶を受けた場合
︵略︶

居宅介護支援﹂という︒︶を受けた場合において︑必要がある

︵略︶

二・三

において︑必要があると認めるとき︒
２

と認めるとき︒
︵略︶

︵略︶

２

市町村長は︑特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要

二・三
３

４

があると認めるときは︑当該支給に係る居宅介護支援若しくはこ
れに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者︵以下こ
の項において﹁居宅介護支援等を担当する者等﹂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命じ︑若しくは
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
当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立
ち入り︑その帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵特例施設介護サービス費の支給︶
︵略︶

︵略︶

第四十九条
２

市町村長は︑特例施設介護サービス費の支給に関して必要があ

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

物件を検査させることができる︒

支給に係る施設に立ち入り︑その設備若しくは帳簿書類その他の

して質問させ︑若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該

は提示を命じ︑若しくは出頭を求め︑又は当該職員に関係者に対

る者等﹂という︒︶に対し︑報告若しくは帳簿書類の提出若しく

しくは担当した者︵以下この項において﹁施設サービスを担当す

ると認めるときは︑当該支給に係る施設サービスを担当する者若

３

４

いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵居宅介護サービス費等の額の特例︶

︵略︶

︵特例施設介護サービス費の支給︶
︵略︶

第四十九条
２

市町村が︑災害その他の厚生労働省令で定める特別の事

︵居宅介護サービス費等の額の特例︶
第五十条

情があることにより︑居宅サービス︵これに相当するサービスを

市町村が︑災害その他の厚生労働省令で定める特別の事

情があることにより︑居宅サービス︵これに相当するサービスを

含む︒︶若しくは施設サービス︑特定福祉用具の購入又は住宅改

第五十条

含む︒︶︑地域密着型サービス︵これに相当するサービスを含む

いては︑これらの規定中﹁百分の九十﹂とあるのは︑﹁百分の九

げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合にお

ことが困難であると認めた要介護被保険者が受ける次の各号に掲

︒︶若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担する

﹂とあるのは︑﹁百分の九十を超え百分の百以下の範囲内におい

る規定を適用する場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十

険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定め

修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保

第四十一条第四項第一号及び第

第四十二条第二項並びに第

二号並びに第四十三条第一項︑第四項及び第七項

特例居宅介護サービス費の支給

四十三条第一項︑第四項及び第七項

施設介護サービス費の支給

第四十九条第二項

二

居宅介護サービス費の支給

て市町村が定めた割合﹂とする︒

第四十二条第二項並びに第
第四十二条の二第二項第

一

十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合﹂と
第四十一条第四項第一号及び第

地域密着型介護サービス費の支給

四十三条第一項︑第四項及び第六項

特例居宅介護サービス費の支給

二号並びに第四十三条第一項︑第四項及び第六項

居宅介護サービス費の支給

する︒
一
二
三

第四十二条の三第二

一号及び第二号並びに第四十三条第一項︑第四項及び第六項
特例地域密着型介護サービス費の支給

三

特例施設介護サービス費の支給

四

四

項並びに第四十三条第一項︑第四項及び第六項
施設介護サービス費の支給

前条第二項

第四十四条第三項︑第四項

第四十八条第二項

五
特例施設介護サービス費の支給

居宅介護福祉用具購入費の支給

第四十八条第二項

六

五

第四十五条第三項︑第四項及び

第四十四条第三項︑第四項

及び第八項
居宅介護住宅改修費の支給
第八項
︵高額介護サービス費の支給︶

六

居宅介護福祉用具購入費の支給
及び第七項
居宅介護住宅改修費の支給

第四十五条第三項︑第四項及び

七
八
第七項
︵高額介護サービス費の支給︶

相当するサービスを含む︒︶又は施設サービスに要した費用の合

れに相当するサービスを含む︒︶︑地域密着型サービス︵これに

費用につき支給された居宅介護サービス費︑特例居宅介護サービ

の合計額として 政令で定めるところにより算定した額から︑当該

れに相当するサービスを含む︒︶又は施設サービスに要した費用

市町村は︑要介護被保険者が受けた居宅サービス︵こ

計額として政令で定めるところにより算定した額から︑当該費用

ス費︑施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額

第五十一条

につき支給された居宅介護サービス費︑特例居宅介護サービス費

を控除して得た額が︑著しく高額であるときは︑当該要介護被保

市町村は︑要介護被保険者が受けた居宅サービス︵こ

︑地域密着型介護サービス費︑特例地域密着型介護サービス費︑

険者に対し︑高額介護サービス費を支給する︒

第五十一条

施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除
して得た額が︑著しく高額であるときは︑当該要介護被保険者に

２

対し︑高額介護サービス費を支給する︒
支給額その他高額介護サービス費の支給に関して 必要な事項は︑

居宅サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与え

支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は︑

前項に規定するもののほか︑高額介護サービス費の支給要件︑

居宅サービス︑地域密着型サービス又は施設サービスに必要な費

る影響を考慮して︑政令で定める︒

２

用の負担の家計に与える影響を考慮して︑政令で定める︒

︵特定入所者介護サービス費の支給︶

前項に規定するもののほか︑高額介護サービス費の支給要件︑

︵特定入所者介護サービス費の支給︶

業者又は指定居宅サービス事業者︵以下この条において﹁特定介

定介護サービスを行う介護保険施設︑指定地域密着型サービス事

び次条第一項において﹁特定入所者﹂という︒︶に対し︑当該特

という︒︶を受けたときは︑当該要介護被保険者︵以下この条及

ビス︵以下この条及び次条第一項において﹁特定介護サービス﹂

指定施設サービス等︑指定地域密着型サービス又は指定居宅サー

他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが︑次に掲げる

及び居住又は滞在︵以下﹁居住等﹂という︒︶に要した費用につ

定介護保険施設等﹂という︒︶における食事の提供に要した費用

保険施設又は指定居宅サービス事業者︵以下この条において﹁特

定入所者﹂という︒︶に対し︑当該特定介護サービスを行う介護

︑当該要介護被保険者︵以下この条及び次条第一項において﹁特

第一項において﹁特定介護サービス﹂という︒︶を受けたときは

指定施設サービス等又は指定居宅サービス︵以下この条及び次条

他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが︑次に掲げる

市町村は︑要介護被保険者のうち所得の状況その

護保険施設等﹂という︒︶における食事の提供に要した費用及び

いて︑特定入所者介護サービス費を支給する︒ただし︑当該特定

第五十一条の二

居住又は滞在︵以下﹁居住等﹂という︒︶に要した費用について

入所者が︑第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合

市町村は︑要介護被保険者のうち所得の状況その

︑特定入所者介護サービス費を支給する︒ただし︑当該特定入所

において︑当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けた

第五十一条の二

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

︵略︶

ときは︑この限りでない︒
一〜三

︵略︶

︵略︶
２〜９

四・五

いて︑当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたとき
は︑この限りでない︒
︵略︶

︵略︶

︵略︶

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

一〜三
四
五・六
２〜９

予防給付

第四節

予防給付

第四節

居宅支援サービス費の支給

予防給付は︑次に掲げる保険給付とする︒

︵予防給付の種類︶
一

第五十二条

︵予防給付の種類︶
予防給付は︑次に掲げる保険給付とする︒
介護予防サービス費の支給

第五十二条
一

九

八

七

六

五

四

三

二

高額介護予防サービス費の支給

特例介護予防サービス計画費の支給

介護予防サービス計画費の支給

介護予防住宅改修費の支給

介護予防福祉用具購入費の支給

特例地域密着型介護予防サービス費の支給

地域密着型介護予防サービス費の支給

特例介護予防サービス費の支給

八

七

六

五

四

三

二

特定入所者支援サービス費の支給

高額居宅支援サービス費の支給

特例居宅支援サービス計画費の支給

居宅支援サービス計画費の支給

居宅支援住宅改修費の支給

居宅支援福祉用具購入費の支給

特例居宅支援サービス費の支給

特例特定入所者支援サービス費の支給

特定入所者介護予防サービス費の支給

九

十
十一

︵居宅支援サービス費の支給︶

特例特定入所者介護予防サービス費の支給

︵介護予防サービス費の支給︶

場合であって ︑当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支

護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている

が︑第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介

防サービス﹂という︒︶を受けたとき︵当該居宅要支援被保険者

行う事業所により行われる介護予防サービス︵以下﹁指定介護予

事業者﹂という︒︶から当該指定に係る介護予防サービス事業を

︶が︑都道府県知事が指定する者︵以下﹁指定介護予防サービス

おいて 支援を受けるもの︵以下﹁居宅要支援被保険者﹂という︒

を除く︒次項において同じ︒︶について ︑居宅支援サービス費を

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

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

生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護に要し

スに要した費用︵通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所

たときは︑当該居宅要支援被保険者に対し︑当該指定居宅サービ

対応型共同生活介護を除く︒以下この節において同じ︒︶を受け

︒︶が︑指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス︵認知症

おいて日常生活を営むもの︵以下﹁居宅要支援被保険者﹂という

市町村は︑要支援認定を受けた被保険者のうち居宅に

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きに

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

第五十三条

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

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

市町村は︑要支援認定を受けた被保険者のうち居宅に

サ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

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︒

第五十三条

用を除き︑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︑介護予防サービス費を支給する︒ただし︑

２

当該居宅要支援被保険者が︑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︑当該指定に係る種類以外の介護予防
サービスを受けたときは︑この限りでない︒
介護予防サービス費の額は︑次の各号に掲げる介護予防サービ

２

居宅支援サービス費の額は︑次の各号に掲げる居宅サービスの

区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒

訪問介護︑訪問入浴介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーショ

ン︑居宅療養管理指導︑通所介護︑通所リハビリテーション及

一

護︑介護予防訪問リハビリテーション︑介護予防居宅療養管理

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

ハビリテーションに要する費用については︑食事の提供に要す

に要する平均的な費用︵介護予防通所介護及び介護予防通所リ

在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービス

スの内容︑当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所

とに︑当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービ

び介護予防福祉用具貸与

居宅サービスに要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定

が定める基準により算定した費用の額︵その額が現に当該指定

労働省令で定める費用を除く︒︶の額を勘案して厚生労働大臣

の提供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

護及び通所リハビリテーションに要する費用については︑食事

定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用︵通所介

宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算

宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容︑当該指定居

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居

び福祉用具貸与

める費用を除く︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準

居宅サービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当

これらの介護予防サービスの種類ご

により算定した費用の額︵その額が現に当該指定介護予防サー

する額

サービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する

域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する

に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地

の種類ごとに︑要支援状態区分︑当該介護予防サービスの種類

介護予防特定施設入居者生活介護

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

平均的な費用︵食事の提供に要する費用︑滞在に要する費用そ

る地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する

スの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在す

活介護

額

平均的な費用︵食事の提供に要する費用︑滞在に要する費用そ

を除く︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算

介護予防短期入所生活介護︑介護予防短期入所療養介護及び

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

定した費用の額︵その額が現に当該指定居宅サービスに要した

短期入所生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入所者生

ビスに要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定介護予防

二

指導︑介護予防通所介護︑介護予防通所リハビリテーション及

介護予防訪問介護︑介護予防訪問入浴介護︑介護予防訪問看

スの区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒
一

二

を除く︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算

費用の額を超えるときは︑当該現に指定居宅サービスに要した

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居宅サービ

定した費用の額︵その額が現に当該指定介護予防サービスに要

費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額

これらの介護予防サービス

した費用の額を超えるときは︑当該現に指定介護予防サービス

︵略︶

に要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額
３
居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介

３

︵略︶

十二項までの規定は︑居宅支援サービス費の支給について︑同条

第四十一条第二項︑第三項︑第六項︑第七項及び第九項から第

護予防サービス費の支給について ︑同条第八項の規定は︑指定介

第八項の規定は︑指定居宅サービス事業者について 準用する︒こ

４

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︑こ

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︑特例居宅支援サービス費を支給する︒

第五十四条

︵特例居宅支援サービス費の支給︶

令で定める︒

の場合において ︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政

前各項に規定するもののほか︑介護予防サービス費の支給及び

れらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

第四十一条第二項︑第三項︑第十項及び第十一項の規定は︑介

した上︑支払うものとする︒

護予防サービスの取扱いに関する部分に限る︒︶に照らして審査

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︵指定介

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

準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービス

費の請求があったときは︑第二項各号の厚生労働大臣が定める基

市町村は︑指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス

対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす︒

前項の規定による支払があったときは︑居宅要支援被保険者に

業者に支払うことができる︒

当該居宅要支援被保険者に代わり︑当該指定介護予防サービス事

て当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において︑

護予防サービスに要した費用について ︑介護予防サービス費とし

険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介

護予防サービスを受けたときは︑市町村は︑当該居宅要支援被保

４

５
６

７

８

指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関し
て必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要支援被保険者

︵特例介護予防サービス費の支給︶
第五十四条

に対し︑特例介護予防サービス費を支給する︒

２

一

二

三

居宅要支援被保険者が︑当該要支援認定の効力が生じた日前

に︑緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受

一

に︑緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス

けた場合において ︑必要があると認めるとき︒

居宅要支援被保険者が︑当該要支援認定の効力が生じた日前
を受けた場合において ︑必要があると認めるとき︒

居宅要支援被保険者が︑基準該当居宅サービス︵認知症対応

型共同生活介護に相当するものを除く︒次号において同じ︒︶

二

防サービス又はこれに相当するサービス︵指定介護予防サービ

を受けた場合において ︑必要があると認めるとき︒

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
スの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める
基準及び同項の厚生労働省令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︑厚生労働省令で定めるもの
を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに
限る︒次号において﹁基準該当介護予防サービス﹂という︒︶
を受けた場合において︑必要があると認めるとき︒
が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が

準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が︑指定

困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基

指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく

定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者

居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又

三

が︑指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外

はこれに相当するサービスを受けた場合において ︑必要がある

指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保

の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合

と認めるとき︒
︵略︶

予防通所リハビリテーション︑介護予防短期入所生活介護︑介護

防福祉用具の購入に要した費用を除き︑介護予防通所介護︑介護

サービス又はこれに相当するサービスに要した費用︵特定介護予

定める基準により算定した費用の額︵その額が現に当該介護予防

れに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が

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

施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費

ビリテーション︑短期入所生活介護︑短期入所療養介護及び特定

又はこれに相当するサービスに要した費用︵通所介護︑通所リハ

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該居宅サービス

相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定め

四

において︑必要があると認めるとき︒
︵略︶

予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並び

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

特例居宅支援サービス費の額は︑当該居宅サービス又はこれに

にこれらに相当するサービスに要した費用については︑食事の提

く︒︶の額を超えるときは︑当該現に居宅サービス又はこれに相

四

２

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

当するサービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当

特例介護予防サービス費の額は︑当該介護予防サービス又はこ

用として厚生労働省令で定める費用を除く︒︶の額を超えるとき

３

４

は︑当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要
した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額を基準として
︑市町村が定める︒
市町村長は︑特例介護予防サービス費の支給に関して 必要があ
ると認めるときは︑当該支給に係る介護予防サービス若しくはこ
れに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者︵以下こ
の項において﹁介護予防サービス等を担当する者等﹂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命じ︑若し
くは出頭を求め︑又は当該職員に関係者に対して質問させ︑若し
くは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事
業所に立ち入り︑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︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒

市町村は︑居宅要支援被保険者が︑当該市町村の

︵地域密着型介護予防サービス費の支給︶
第五十四条の二

長が指定する者︵以下﹁指定地域密着型介護予防サービス事業者
﹂という︒︶から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事
業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス︵以
下﹁指定地域密着型介護予防サービス﹂という︒︶を受けたとき
︵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
じめ市町村に届け出て いる場合であって︑当該指定地域密着型介
護予防サービスが当該指定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きに限る︒︶は︑当該居宅要支
援被保険者に対し︑当該指定地域密着型介護予防サービスに要し
た費用︵食事の提供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

する額を基準として ︑市町村が定める︒

２

じ︒︶について︑地域密着型介護予防サービス費を支給する︒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地
域密着型介護予防サービスを受けたときは︑この限りでない︒
地域密着型介護予防サービス費の額は︑次の各号に掲げる地域

介護予防認知症対応型通所

密着型介護予防サービスの区分に応じ︑当該各号に定める額とす
介護予防認知症対応型通所介護

これらの地域密着型介護予防サービスの種類ご

介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型

する額

予防サービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当

要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定地域密着型介護

用の額︵その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに

︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費

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︒

スに要する平均的な費用︵食事の提供に要する費用その他の日

域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービ

地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地

介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容︑当該指定

る︒
一

二
共同生活介護

とに︑要支援状態区分︑当該地域密着型介護予防サービスの種
類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所
の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介
護予防サービスに要する平均的な費用︵食事の提供に要する費
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︒︶の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準によ
り算定した費用の額︵その額が現に当該指定地域密着型介護予
防サービスに要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定地
域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする︒︶の百分
の九十に相当する額

３
４

５

６

７

８

厚生労働大臣は︑前項各号の基準を定めようとするときは︑あ
らかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない︒
市町村は︑第二項各号の規定にかかわらず︑同項各号に定める
地域密着型介護予防サービス費の額に代えて︑その額を超えない
額を︑当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額と
することができる︒
市町村は︑前項の当該市町村における地域密着型介護予防サー
ビス費の額を定めようとするときは︑あらかじめ︑当該市町村が
行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ︑及び
学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じ
なければならない︒
居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者
から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは︑市町村は
︑当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要
した費用について︑地域密着型介護予防サービス費として当該居
宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において︑当該居宅
要支援被保険者に代わり︑当該指定地域密着型介護予防サービス
事業者に支払うことができる︒
前項の規定による支払があったときは︑居宅要支援被保険者に
対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす
︒
市町村は︑指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密
着型介護予防サービス費の請求があったときは︑第二項各号の厚
生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める
額並びに第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域
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
方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の
設備及び運営に関する基準︵指定地域密着型介護予防サービスの
取扱いに関する部分に限る︒︶に照らして審査した上︑支払うも

９

２

のとする︒
第四十一条第二項︑第三項︑第十項及び第十一項の規定は地域
密着型介護予防サービス費の支給について︑同条第八項の規定は
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︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令
で定める︒
前各項に規定するもののほか︑地域密着型介護予防サービス費

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要支援被保

居宅要支援被保険者が︑当該要支援認定の効力が生じた日前
に︑緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予
防サービスを受けた場合において ︑必要があると認めるとき︒
指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である
離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当す
るものに住所を有する居宅要支援被保険者が︑指定地域密着型
介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれ
に相当するサービスを受けた場合において ︑必要があると認め
るとき︒
その他政令で定めるとき︒
特例地域密着型介護予防サービス費の額は︑当該地域密着型介

に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く︒︶の額を

ービスに要した費用︵食事の提供に要する費用その他の日常生活

額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサ

各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額︵その

護予防サービス又はこれに相当するサービスについて 前条第二項

三

二

一

険者に対し︑特例地域密着型介護予防サービス費を支給する︒

第五十四条の三

︵特例地域密着型介護予防サービス費の支給︶

で定める︒

介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は︑厚生労働省令

の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型

10

３

４

超えるときは︑当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに
相当するサービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相
当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準と
して︑市町村が定める︒
市町村長は︑特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関し
て必要があると認めるときは︑当該支給に係る地域密着型介護予
防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しく
は担当した者︵以下この項において﹁地域密着型介護予防サービ
ス等を担当する者等﹂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命じ︑若しくは出頭を求め︑又は当該職員
に関係者に対して質問させ︑若しくは当該地域密着型介護予防サ
ービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り︑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
︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す
る︒
︵介護予防サービス費等に係る支給限度額︶

︵居宅支援サービス費等に係る支給限度額︶

サービスを含む︒以下こ の条において 同じ︒︶について ︑その種

いて同じ︒︶及び地域密着型介護予防サービス︵これに相当する

予防サービス︵これに相当するサービスを含む︒以下この条にお

の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額は︑

以下こ の条において 同じ︒︶につき支給する居宅支援サービス費

ビス区分に係る居宅サービス︵これに相当するサービスを含む︒

位として厚生労 働省令で 定める期間において 受けた一の居宅サー

居宅要支援被保険者が居宅サービス区分ごとに月を単

類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める

居宅支援サービス費区分支給限度基準額を基礎として︑厚生労働

第五十五条

二以上の種類からなる区分をいう︒以下この条において同じ︒︶

省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額

居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分︵介護

ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた

を超えることができない︒

第五十五条

一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給
する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費
の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地
域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護

２

３

４

５

予防サービス費の額の総額の合計額は︑介護予防サービス費等区
分支給限度基準額を基礎として︑厚生労働省令で定めるところに
より算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができな
い︒
サービス等区分ごとに︑同項に規定する厚生労働省令で定める期

る当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの標準的な利用の態

ス区分ごとに︑同項に規定する厚生労働省令で定める期間におけ

前項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額は︑居宅サービ

間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス

様︑当該居宅サービスに係る第五十三条第二項各号の厚生労働大

２

及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準

臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする︒

前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は︑介護予防

的な利用の態様︑当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防
サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項
各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定
める額とする︒

り︑第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて︑

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

り︑第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて

その額を超える額を︑当該市町村における居宅支援サービス費区

３

︑その額を超える額を︑当該市町村における介護予防サービス費

分支給限度基準額とすることができる︒

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

等区分支給限度基準額とすることができる︒

て受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サ

同じ︒︶ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間におい

るものであって厚生労働大臣が定めるものに限る︒次項において

着型介護予防サービスの種類︵介護予防サービス等区分に含まれ

の額の総額の合計額について︑居宅支援サービス費種類支給限度

する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費

で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給

限る︒次項において 同じ︒︶ごとに月を単位として厚生労 働省令

ービス区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに

市町村は︑居宅要支援被保険者が居宅サービスの種類︵居宅サ

ービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合

基準額を基礎として ︑厚生労働省令で定めるところにより算定し

４

計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給す

た額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととす

市町村は︑居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密

る地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型

スの種類ごとに︑同項に規定する厚生労働省令で定める期間にお

前項の居宅支援サービス費種類支給限度基準額は︑居宅サービ

ることができる︒

５

介護予防サービス費の額の総額の合計額について ︑介護予防サー
ビス費等種類支給限度基準額を基礎として︑厚生労働省令で定め
るところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えるこ
とができないこととすることができる︒
前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は︑介護予防
サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに︑同項に

６

等区分に係る第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額

ービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護予防サービス

項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し︑当該介護予防サ

防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二

準的な利用の態様︑当該介護予防サービス及び地域密着型介護予

ス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標

規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービ

とする︒

られた額とする︒︶の範囲内において︑市町村が条例で定める額

条例を定めている市町村にあっては︑当該条例による措置が講ぜ

居宅支援サービス費区分支給限度基準額︵第三項の規定に基づき

案し︑当該居宅サービスを含む居宅サービス区分に係る第一項の

に係る第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘

ける当該居宅サービスの標準的な利用の態様︑当該居宅サービス

︵第三項の規定に基づき条例を定めて いる市町村にあっては︑当
該条例による措置が講じられた額とする︒︶の範囲内において︑
市町村が条例で定める額とする︒

ビス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規

密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サー

定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅支

相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規

とにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に

居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するこ

定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定す

援サービス費又は特例居宅支援サービス費の額は︑第五十三条第

６

る合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合

二項各号又は前条第二項の規定にかかわらず︑政令で定めるとこ

介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域

における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス

ろにより算定した額とする︒

市町村は︑居宅要支援被保険者が︑特定福祉用具を購

︵居宅支援福祉用具購入費の支給︶

費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介
護予防サービス費の額は︑第五十三条第二項各号若しくは第五十
四条第二項又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しく
は前条第二項の規定にかかわらず︑政令で定めるところにより算
定した額とする︒
︵介護予防福祉用具購入費の支給︶

第五十六条

入したときは︑当該居宅要支援被保険者に対し︑居宅支援福祉用

市町村は︑居宅要支援被保険者が︑特定介護予防福祉

用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る

り︑市町村が必要と認める場合に限り︑支給するものとする︒

居宅支援福祉用具購入費は︑厚生労働省令で定めるところによ

具購入費を支給する︒

予防福祉用具を購入したときは︑当該居宅要支援被保険者に対し
︑介護予防福祉用具購入費を支給する︒
介護予防福祉用具購入費は︑厚生労働省令で定めるところによ

２

介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護

第五十六条

２

り︑市町村が必要と認める場合に限り︑支給するものとする︒

３
４

５

６

７

介護予防福祉用具購入費の額は︑現に当該特定介護予防福祉用
具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする︒

３

居宅支援福祉用具購入費の額は︑現に当該特定福祉用具の購入

に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする︒

間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予

具購入費の額の総額は︑居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額

間において 購入した特定福祉用具につき支給する居宅支援福祉用

居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期

防福祉用具購入費の額の総額は︑介護予防福祉用具購入費支給限

を基礎として ︑厚生労働省令で定めるところにより算定した額の

４

度基準額を基礎として ︑厚生労働省令で定めるところにより算定

百分の九十に相当する額を超えることができない︒

居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期

した額の百分の九十に相当する額を超えることができない︒

前項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額は︑同項に規定

する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通

５

する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の

常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする︒

前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は︑同項に規定
購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする
︒

り︑第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額に代えて︑

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

り︑第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて︑

その額を超える額を︑当該市町村における居宅支援福祉用具購入

６

その額を超える額を︑当該市町村における介護予防福祉用具購入

費支給限度基準額とすることができる︒

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

費支給限度基準額とすることができる︒

る総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合に

居宅支援福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定す

る総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合に

おける当該居宅支援福祉用具購入費の額は︑第三項の規定にかか

７

おける当該介護予防福祉用具購入費の額は︑第三項の規定にかか

わらず︑政令で定めるところにより算定した額とする︒

介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定す

わらず︑政令で定めるところにより算定した額とする︒

市町村は︑居宅要支援被保険者が︑住宅改修を行った

︵居宅支援住宅改修費の支給︶
第五十七条

︵介護予防住宅改修費の支給︶
市町村は︑居宅要支援被保険者が︑住宅改修を行った

ときは︑当該居宅要支援被保険者に対し︑居宅支援住宅改修費を

４

る居宅支援住宅改修費の額の総額は︑居宅支援住宅改修費支給限

居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給す

額の百分の九十に相当する額とする︒

居宅支援住宅改修費の額は︑現に当該住宅改修に要した費用の

市町村が必要と認める場合に限り︑支給するものとする︒

居宅支援住宅改修費は︑厚生労働省令で定めるところにより︑

ときは︑当該居宅要支援被保険者に対し︑介護予防住宅改修費を
２

支給する︒

介護予防住宅改修費は︑厚生労働省令で定めるところにより︑
市町村が必要と認める場合に限り︑支給するものとする︒
介護予防住宅改修費の額は︑現に当該住宅改修に要した費用の
額の百分の九十に相当する額とする︒
居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給す

３

支給する︒

第五十七条

２
３
４

る介護予防住宅改修費の額の総額は︑介護予防住宅改修費支給限

５

６

７

８

９

した額の百分の九十に相当する額を超えることができない︒

度基準額を基礎として ︑厚生労働省令で定めるところにより算定

した額の百分の九十に相当する額を超えることができない︒

度基準額を基礎として︑厚生労働省令で定めるところにより算定

前項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額は︑住宅改修の種類

ごとに︑通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とす

５

ごとに︑通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とす
る︒

前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は︑住宅改修の種類
る︒

り︑第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額に代えて︑その

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

り︑第四項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて︑その

額を超える額を︑当該市町村における居宅支援住宅改修費支給限

６

額を超える額を︑当該市町村における介護予防住宅改修費支給限

度基準額とすることができる︒

市町村は︑前項の規定にかかわらず︑条例で定めるところによ

度基準額とすることができる︒

居宅支援住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総

額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合におけ

７

額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合におけ

る当該居宅支援住宅改修費の額は︑第三項の規定にかかわらず︑

介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総
る当該介護予防住宅改修費の額は︑第三項の規定にかかわらず︑

政令で定めるところにより算定した額とする︒

︵居宅支援サービス計画費の支給︶

政令で定めるところにより算定した額とする︒
市町村長は︑介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると
認めるときは︑当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改
修を行った者︵以下この項において﹁住宅改修を行う者等﹂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命じ
︑若しくは出頭を求め︑又は当該職員に関係者に対して質問させ
︑若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立
ち入り︑その帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて ︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵介護予防サービス計画費の支給︶

市町村は︑居宅要支援被保険者が︑指定居宅介護支援

事業者から指定居宅介護支援を受けたときは︑当該居宅要支援被

第五十八条

指定する者︵以下﹁指定介護予防支援事業者﹂という︒︶から当

保険者に対し︑当該指定居宅介護支援に要した費用について ︑居

市町村は︑居宅要支援被保険者が︑当該市町村の長が

該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護

宅支援サービス計画費を支給する︒

第五十八条

予防支援︵以下﹁指定介護予防支援﹂という︒︶を受けたときは
︑当該居宅要支援被保険者に対し︑当該指定介護予防支援に要し

２

た費用について︑介護予防サービス計画費を支給する︒

う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅介

居宅支援サービス計画費の額は︑指定居宅介護支援の事業を行

う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予

護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め

２

防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該指定居宅介護

介護予防サービス計画費の額は︑指定介護予防支援の事業を行

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該指定介護予防

支援に要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定居宅介護支
︵略︶

支援に要した費用の額を超えるときは︑当該現に指定介護予防支
３

援に要した費用の額とする︒︶とする︒

︵略︶

援に要した費用の額とする︒︶とする︒
３
居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予

計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者について 準用する︒こ

第四十六条第四項から第八項までの規定は︑居宅支援サービス

予防サービス計画費の支給について︑同条第八項の規定は指定介

の場合において︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政

４

護予防支援事業者について準用する︒この場合において︑これら

令で定める︒

第四十一条第二項︑第三項︑第十項及び第十一項の規定は介護

する︒

いに関する部分に限る︒︶に照らして審査した上︑支払うものと

護予防支援の事業の運営に関する基準︵指定介護予防支援の取扱

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定介

びに第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係

費の請求があったときは︑第二項の厚生労働大臣が定める基準並

市町村は︑指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画

対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす︒

前項の規定による支払があったときは︑居宅要支援被保険者に

護予防支援事業者に支払うことができる︒

の限度において︑当該居宅要支援被保険者に代わり︑当該指定介

ービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額

うべき当該指定介護予防支援に要した費用について︑介護予防サ

︑当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払

きあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る︒︶は︑市町村は

で定めるところにより︑当該指定介護予防支援を受けることにつ

防支援を受けたとき︵当該居宅要支援被保険者が︑厚生労働省令

４

５
６

７

の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

８

前各項に規定するもののほか︑介護予防サービス計画費の支給
及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に
関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
︵特例介護予防サービス計画費の支給︶
市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要支援被保険者

居宅要支援被保険者が︑指定介護予防支援以外の介護予防支
援又はこれに相当するサービス︵指定介護予防支援の事業に係
る第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び
同項の厚生労働省令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
に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準
のうち︑厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業
を行う事業者により行われるものに限る︒次号において﹁基準
該当介護予防支援﹂という︒︶を受けた場合において︑必要が
あると認めるとき︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑居宅要支援被保険者

︵特例居宅支援サービス計画費の支給︶
第五十九条

居宅要支援被保険者が︑基準該当居宅介護支援を受けた場合

に対し︑特例居宅支援サービス計画費を支給する︒
一

において︑必要があると認めるとき︒

困難である離島その他の地域であって厚生労 働大臣が定める基

準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が︑指定

困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基

指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく

準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が︑指定

居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又

二

介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又

はこれに相当するサービスを受けた場合において ︑必要がある

指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく

はこれに相当するサービスを受けた場合において ︑必要がある

︵略︶

れに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該居宅介護支援

れに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定め

特例居宅支援サービス計画費の額は︑当該居宅介護支援又はこ

る基準により算定した費用の額︵その額が現に当該介護予防支援

又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは︑

三

と認めるとき︒

︵略︶

と認めるとき︒
２

又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは︑

当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用

特例介護予防サービス計画費の額は︑当該介護予防支援又はこ

当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用

の額とする︒︶を基準として︑市町村が定める︒

三

二

一

に対し︑特例介護予防サービス計画費を支給する︒

第五十九条

２

の額とする︒︶を基準として︑市町村が定める︒

３

４

市町村長は︑特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要
があると認めるときは︑当該支給に係る介護予防支援若しくはこ
れに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者︵以下こ
の項において﹁介護予防支援等を担当する者等﹂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命じ︑若しくは
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
当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立
ち入り︑その帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて ︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵介護予防サービス費等の額の特例︶

︵居宅支援サービス費等の額の特例︶

情があることにより︑居宅サービス︵これに相当するサービスを

市町村が︑災害その他の厚生労働省令で定める特別の事

情があることにより︑介護予防サービス︵これに相当するサービ

含む︒︶︑特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担

第六十条

スを含む︒︶︑地域密着型介護予防サービス︵これに相当するサ

することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の

市町村が︑災害その他の厚生労働省令で定める特別の事

ービスを含む︒︶又は住宅改修に必要な費用を負担することが困

各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する

第六十条

難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる

場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十﹂とあるのは︑﹁

五十五条第一項︑第四項及び第七項

特例居宅支援サービス費の支給

第五十四条第二項並びに第

二号並びに第五十五条第一項︑第四項及び第七項

第五十三条第二項第一号及び第

予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合において

二

居宅支援サービス費の支給

百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた

第五十四条第二項並びに第
第五十四条の二第二

第五十四条の三

一

は︑これらの規定中﹁百分の九十﹂とあるのは︑﹁百分の九十を

第五十三条第二項第一号及び第

割合﹂とする︒

項
特例地域密着型介護予防サービス費の支給

項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項︑第四項及び第六

地域密着型介護予防サービス費の支給

五十五条第一項︑第四項及び第六項

特例介護予防サービス費の支給

二号並びに第五十五条第一項︑第四項及び第六項

介護予防サービス費の支給

超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合﹂とする
︒
一
二
三

四

五
六

第二項並びに第五十五条第一項︑第四項及び第六項
第五十六条第三項︑第四項

第五十七条第三項︑第四項及び

介護予防福祉用具購入費の支給
及び第七項
介護予防住宅改修費の支給
第七項

︵高額介護予防サービス費の支給︶

三
四

第五十六条第三項︑第四項

第五十七条第三項︑第四項及び

居宅支援福祉用具購入費の支給
及び第八項
居宅支援住宅改修費の支給
第八項

︵高額居宅支援サービス費の支給︶

ビス︵これに相当するサービスを含む︒︶又は地域密着型介護予

て政令で定めるところにより算定した額から︑当該費用につき支

︵これに相当するサービスを含む︒︶に要した費用の合計額とし

市町村は︑居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス

防サービス︵これに相当するサービスを含む︒︶に要した費用の

給された居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費の合計

第六十一条

合計額として 政令で定めるところにより算定した額から︑当該費

額を控除して得た額が︑著しく高額であるときは︑当該居宅要支

市町村は︑居宅要支援被保険者が受けた介護予防サー

用につき支給された介護予防サービス費︑特例介護予防サービス

援被保険者に対し︑高額居宅支援サービス費を支給する︒

サービス費の合計額を控除して得た額が︑著しく高額であるとき
は︑当該居宅要支援被保険者に対し︑高額介護予防サービス費を
支給する︒
件︑支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な

事項は︑居宅サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を

件︑支給額その他高額居宅支援サービス費の支給に関して必要な

前項に規定するもののほか︑高額居宅支援サービス費の支給要

事項は︑介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必

考慮して ︑政令で定める︒

前項に規定するもののほか︑高額介護予防サービス費の支給要

要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して︑政令で定める︒

︵特定入所者支援サービス費の支給︶

２

費︑地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防

第六十一条

２

︵特定入所者介護予防サービス費の支給︶

﹁特定介護予防サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当該居宅

げる指定介護予防サービス︵以下こ の条及び次条第一項において

その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが︑次に掲

保険者︵以下この条及び次条第一項において﹁特定入所者﹂とい

定居宅サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当該居宅要支援被

げる指定居宅サービス︵以下こ の条及び次条第一項において﹁特

その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが︑次に掲

市町村は︑居宅要支援被保険者のうち所得の状況

要支援被保険者︵以下この条及び次条第一項において﹁特定入所

う︒︶に対し︑当該特定居宅サービスを行う指定居宅サービス事

第六十一条の二

者﹂という︒︶に対し︑当該特定介護予防サービスを行う指定介

業者︵以下この条において﹁特定居宅サービス事業者﹂という︒

市町村は︑居宅要支援被保険者のうち所得の状況

護予防サービス事業者︵以下こ の条において﹁特定介護予防サー

︶における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用につい

第六十一条の二

ビス事業者﹂という︒︶における食事の提供に要した費用及び滞

２

３

する︒ただし︑当該特定入所者が︑第三十七条第一項の規定によ

在に要した費用について︑特定入所者介護予防サービス費を支給

おいて︑当該指定に係る種類以外の特定居宅サービスを受けたと

所者が︑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

て︑特定入所者支援サービス費を支給する︒ただし︑当該特定入

短期入所生活介護

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特
一

きは︑この限りでない︒

介護予防短期入所生活介護

短期入所療養介護

定介護予防サービスを受けたときは︑この限りでない︒
一
二

特定入所者支援サービス費の額は︑第一号に規定する額及び第

介護予防短期入所療養介護
２

二
特定入所者介護予防サービス費の額は︑第一号に規定する額及

二号に規定する額の合計額とする︒

均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況そ

次条第二項において﹁食費の基準費用額﹂という︒︶から︑平

当該現に食事の提供に要した費用の額とする︒以下この条及び

の額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは︑

均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額︵そ

の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額︵以下この条及び次

な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他

第二項において﹁食費の基準費用額﹂という︒︶から︑平均的

現に食事の提供に要した費用の額とする︒以下この条及び次条

が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは︑当該

な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額︵その額

特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的

の他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額︵以下この条及

条第二項において﹁食費の負担限度額﹂という︒︶を控除した

一

び次条第二項において﹁食費の負担限度額﹂という︒︶を控除

額

特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平

び第二号に規定する額の合計額とする︒
一

した額

この条及び次条第二項において﹁滞在費の基準費用額﹂という

を超えるときは︑当該現に滞在に要した費用の額とする︒以下

臣が定める費用の額︵その額が現に当該滞在に要した費用の額

費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大

から︑特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労

条及び次条第二項において﹁滞在費の基準費用額﹂という︒︶

えるときは︑当該現に滞在に要した費用の額とする︒以下この

定める費用の額︵その額が現に当該滞在に要した費用の額を超

の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が

特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用

︒︶から︑特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚

働大臣が定める額︵以下この条及び次条第二項において﹁滞在

二

生労働大臣が定める額︵以下この条及び次条第二項において﹁

費の負担限度額﹂という︒︶を控除した額

特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な

滞在費の負担限度額﹂という︒︶を控除した額
又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後

に︑特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する費用又

又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後

厚生労働大臣は︑食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額

に︑特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費

は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは

二

３

用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したと

︑速やかにそれらの額を改定しなければならない︒

厚生労働大臣は︑食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額

きは︑速やかにそれらの額を改定しなければならない︒

４

５
６

７

８

９

特定入所者が︑特定介護予防サービス事業者から特定介護予防
サービスを受けたときは︑市町村は︑当該特定入所者が当該特定
介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及
び滞在に要した費用について ︑特定入所者介護予防サービス費と
して当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において︑当該特
定入所者に代わり︑当該特定介護予防サービス事業者に支払うこ
とができる︒
前項の規定による支払があったときは︑特定入所者に対し特定
入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす︒
市町村は︑第一項の規定にかかわらず︑特定入所者が特定介護
予防サービス事業者に対し︑食事の提供に要する費用又は滞在に
要する費用として ︑食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額︵
前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があった
ものとみなされた特定入所者にあっては︑食費の負担限度額又は
滞在費の負担限度額︶を超える金額を支払った場合には︑特定入
所者介護予防サービス費を支給しない︒
市町村は︑特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予
防サービス費の請求があったときは︑第一項︑第二項及び前項の
定めに照らして審査の上︑支払うものとする︒

第五十一条の二第四項から第九項までの規定は︑特定入所者支

援サービス費の支給及び特定居宅サービス事業者について準用す

４

護予防サービス費の支給について︑同条第八項の規定は特定介護

る︒この場合において︑これらの規定に関し必要な技術的読替え

第四十一条第三項︑第十項及び第十一項の規定は特定入所者介
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 ︑これ

は︑政令で定める︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑特定入所者に対

し︑特例特定入所者支援サービス費を支給する︒

第六十一条の三

︵特例特定入所者支援サービス費の支給︶

らの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
前各項に規定するもののほか︑特定入所者介護予防サービス費
の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サ
ービス費の請求に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑特定入所者に対

︵特例特定入所者介護予防サービス費の支給︶
第六十一条の三

し︑特例特定入所者介護予防サービス費を支給する︒

２

一

一

特定入所者が︑当該要支援認定の効力が生じた日前に︑緊急

その他やむを得ない理由により特定居宅サービスを受けた場合

特定入所者が︑当該要支援認定の効力が生じた日前に︑緊急
その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた

において ︑必要があると認めるとき︒
︵略︶

た費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除し

二

場合において︑必要があると認めるとき︒
︵略︶

要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控

た額及び当該滞在に要した費用について 滞在費の基準費用額から

特例特定入所者支援サービス費の額は︑当該食事の提供に要し

除した額及び当該滞在に要した費用について 滞在費の基準費用額

滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として︑市町村

二
２

から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として︑市

が定める︒

特例特定入所者介護予防サービス費の額は︑当該食事の提供に

町村が定める︒

しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住

により︑又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若

特定福祉用具の購入若しくは居宅介護住宅改修費若しくは居宅支

居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅支援福祉用具購入費に係る

により︑又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用︑

市町村は︑自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失

宅改修の実施に関する指示に従わないことにより︑要介護状態等

援住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないこと

第六十四条

若しくはその原因となった事故を生じさせ︑又は要介護状態等の

により︑要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ

市町村は︑自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失

程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については︑これ

︑又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状

第六十四条

を支給事由とする介護給付等は︑その全部又は一部を行わないこ

態等については︑これを支給事由とする介護給付等は︑その全部

第六十五条

市町村は︑介護給付等を受ける者が︑正当な理由なし

又は一部を行わないことができる︒

とができる︒

市町村は︑介護給付等を受ける者が︑正当な理由なし

に︑第二十三条の規定による求めに応ぜず︑又は答弁を拒んだと

第六十五条

に︑第二十三条の規定による求め︵第二十四条の二第一項第一号

きは︑介護給付等の全部又は一部を行わないことができる︒

市町村は︑保険料を滞納している第一号被保険者であ

︵保険料滞納者に係る支払方法の変更︶

の規定により委託された場合にあっては︑当該委託に係る求めを
含む︒︶に応ぜず︑又は答弁を拒んだときは︑介護給付等の全部
又は一部を行わないことができる︒
︵保険料滞納者に係る支払方法の変更︶

第六十六条

る要介護被保険者等︵原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

市町村は︑保険料を滞納している第一号被保険者であ

る要介護被保険者等︵原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

︵平成六年法律第百十七号︶による一般疾病医療費の支給その他

第六十六条

︵平成六年法律第百十七号︶による一般疾病医療費の支給その他

び次条第三項において﹁支払方法変更の記載﹂という︒︶をする

六十一条の二第四項の規定を適用しない旨の記載︵以下この条及

十三条第四項︑第五十四条の二第六項︑第五十八条第四項及び第

十六条第四項︑第四十八条第四項︑第五十一条の二第四項︑第五

被保険者証に︑第四十一条第六項︑第四十二条の二第六項︑第四

り︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当該

情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところによ

は︑当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事

期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しな い場合において

のを除く︒︶が︑当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める

厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるも

む︒︶の規定を適用しない旨の記載︵以下この条及び次条第三項

条の二第四項︵第六十一条の二第四項において 準用する場合を含

おいて準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第四項及び第五十一

用する場合を含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項に

被保険者証に︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において準

り︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当該

情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところによ

は︑当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事

期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合において

のを除く︒︶が︑当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める

厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるも

︵略︶

において﹁支払方法変更の記載﹂という︒︶をするものとする︒
２・３

ものとする︒
︵略︶

介護予防サービス費の支給︑介護予防サービス計画費の支給及び

介護サービス費の支給︑介護予防サービス費の支給︑地域密着型

サービス計画費の支給︑施設介護サービス費の支給︑特定入所者

サービス費の支給︑地域密着型介護サービス費の支給︑居宅介護

域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護

介護支援︑指定施設サービス等︑指定介護予防サービス︑指定地

に受けた指定居宅サービス︑指定地域密着型サービス︑指定居宅

介護被保険者等が︑当該支払方法の変更の記載がなされている間

る場合を含む︒︶︑第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項

含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項において準用す

︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において準用する場合を

ービス費の支給及び特定入所者支援サービス費の支給については

画費の支給︑施設介護サービス費の支給並びに特定入所者介護サ

の支給︑居宅介護サービス計画費の支給及び居宅支援サービス計

ビス等に係る居宅介護サービス費の支給及び居宅支援サービス費

に受けた指定居宅サービス︑指定居宅介護支援及び指定施設サー

介護被保険者等が︑当該支払方法の変更の記載がなされている間

第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要

特定入所者介護予防サービス費の支給については︑第四十一条第

︵第六十一条の二第四項において準用する場合を含む︒︶の規定

４

六項︑第四十二条の二第六項︑第四十六条第四項︑第四十八条第

は適用しない︒

第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要

２・３
４

四項︑第五十一条の二第四項︑第五十三条第四項︑第五十四条の
二第六項︑第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項の規定は

︵医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保

険給付の一時差止︶

︵医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保

適用しない︒

険給付の一時差止︶

該被保険者証に︑第四十一条第六項︑第四十二条の二第六項︑第

より︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当

事情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところに

医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の

て﹁未納医療保険料等﹂という︒︶がある場合においては︑未納

払込期限までに納付しなかったもの︵以下この項及び次項におい

よる国民健康保険税を含む︒︶又は掛金であって その納期限又は

保険料︵地方税法︵昭和二十五年法律第二百二十六号︶の規定に

ころにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う

険者である要介護被保険者等について︑医療保険各法の定めると

準用する場合を含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項

該被保険者証に︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において

より︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当

事情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところに

医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の

て﹁未納医療保険料等﹂という︒︶がある場合においては︑未納

払込期限までに納付しなかったもの︵以下この項及び次項におい

よる国民健康保険税を含む︒︶又は掛金であってその納期限又は

保険料︵地方税法︵昭和二十五年法律第二百二十六号︶の規定に

ころにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う

険者である要介護被保険者等について︑医療保険各法の定めると

市町村は︑保険給付を受けることができる第二号被保

四十六条第四項︑第四十八条第四項︑第五十一条の二第四項︑第

において準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第四項及び第五十

第六十八条

五十三条第四項︑第五十四条の二第六項︑第五十八条第四項及び

一条の二第四項︵第六十一条の二第四項において準用する場合を

市町村は︑保険給付を受けることができる第二号被保

第六十一条の二第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全

含む︒︶の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の

第六十八条

部又は一部の支払を差し止める旨の記載︵以下この条において﹁

︵略︶

︵保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例︶

２〜５

の記載﹂という︒︶をすることができる︒

支払を差し止める旨の記載︵以下この条において﹁保険給付差止

︵略︶

保険給付差止の記載﹂という︒︶をすることができる︒
２〜５

︵保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例︶

分の変更の認定︵以下この項において単に﹁認定﹂という︒︶を

第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区

援更新認定︑第三十三条の二第二項において 準用する第三十二条

項の規定による要介護状態区分の変更の認定︑要支援認定︑要支

第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一

を徴収する権利が時効によって消滅して いる期間につき政令で定

保険者等について保険料徴収権消滅期間︵当該期間に係る保険料

た場合において ︑当該認定に係る第一号被保険者である要介護被

支援更新認定︵以下この項において 単に﹁認定﹂という︒︶をし

項の規定による要介護状態区分の変更の認定︑要支援認定又は要

第二項において 準用する第二十七条第十項若しくは第三十条第一

市町村は︑要介護認定︑要介護更新認定︑第二十九条

した場合において ︑当該認定に係る第一号被保険者である要介護

めるところにより算定された期間をいう︒以下この項において同

第六十九条

被保険者等について保険料徴収権消滅期間︵当該期間に係る保険

じ︒︶があるときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該

市町村は︑要介護認定︑要介護更新認定︑第二十九条

料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で

要介護被保険者等の被保険者証に︑当該認定に係る第二十七条第

第六十九条

定めるところにより算定された期間をいう︒以下この項において

いう︒︶の記載︵以下こ の条において﹁給付額減額等の記載﹂と

て 定める期間をいう︒以下こ の条において﹁給付額減額期間﹂と

村が︑政令で定めるところにより︑保険料徴収権消滅期間に応じ

費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間︵市町

入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス

定入所者介護サービス費︑特例特定入所者介護サービス費︑特定

並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに特

入所者介護予防サービス費の支給を除く︒︶の額の減額を行う旨

ス費の支給︑特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定

に特定入所者介護サービス費の支給︑特例特定入所者介護サービ

額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給並び

ービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給︑高

計画費の支給︑特例居宅介護サービス計画費の支給︑介護予防サ

後段の規定による記載に併せて︑介護給付等︵居宅介護サービス

条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項

三十三条の二第二項において準用する場合を含む︒︶︑第三十三

第四項後段又は第三十二条第六項後段︵第三十三条第四項及び第

用する場合を含む︒︶︑第三十条第一項後段若しくは第三十五条

第七項後段︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準

該要介護被保険者等の被保険者証に︑当該認定に係る第二十七条

同じ︒︶があるときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当

りでない︒

その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは︑この限

するものとする︒ただし︑当該要介護被保険者等について︑災害

記載︵以下この条において﹁給付額減額等の記載﹂という︒︶を

間をいう︒以下こ の条において﹁給付額減額期間﹂という︒︶の

で定めるところにより︑保険料徴収権消滅期間に応じて定める期

行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間︵市町村が︑政令

所者支援サービス費及び特例特定入所者支援サービス費の支給を

入所者介護サービス費︑特例特定入所者介護サービス費︑特定入

びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費並びに特定

定入所者支援サービス費の支給を除く︒︶の額の減額を行う旨並

サービス費の支給︑特定入所者支援サービス費の支給及び特例特

給並びに特定入所者介護サービス費の支給︑特例特定入所者介護

給︑高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支

支援サービス計画費の支給及び特例居宅支援サービス計画費の支

ービス計画費の支給︑特例居宅介護サービス計画費の支給︑居宅

第六項後段の規定による記載に併せて︑介護給付等︵居宅介護サ

準用する場合を含む︒︶若しくは第三十五条第二項後段若しくは

四項後段又は第三十二条第六項後段︵第三十三条第四項において

する場合を含む︒︶︑第三十条第一項後段若しくは第三十五条第

十項後段︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項において 準用

いう︒︶をするものとする︒ただし︑当該要介護被保険者等につ
いて︑災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるとき
︵略︶

２

︵略︶

は︑この限りでない︒
２

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス︵これ

３

付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス︵これ

に相当するサービスを含む︒次項において同じ︒︶及び施設サー

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

に相当するサービスを含む︒次項において同じ︒︶︑地域密着型

ビス︑購入した特定福祉用具並びに行った住宅改修に係る次の各

３

サービス︵これに相当するサービスを含む ︒次項において 同じ︒

を含む︒次項において同じ︒︶及び地域密着型介護予防サービス

︶︑施設サービス︑介護予防サービス︵これに相当するサービス

場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十﹂とあるのは︑﹁

号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する

第四十一条第四項第一号及び第

第四十二条第二項並びに第

二号並びに第四十三条第一項︑第四項及び第七項

特例居宅介護サービス費の支給

施設介護サービス費の支給

四十三条第一項︑第四項及び第七項

三

特例施設介護サービス費の支給

第四十九条第二項

第四十八条第二項
四

及び第八項
居宅介護住宅改修費の支給

第五十四条第二項並びに第

第四十四条第三項︑第四項

第五十六条第三項︑第四項

第四十五条第三項︑第四項及び

居宅支援福祉用具購入費の支給

及び第八項

居宅介護福祉用具購入費の支給

五十五条第一項︑第四項及び第七項

特例居宅支援サービス費の支給

二号並びに第五十五条第一項︑第四項及び第七項

第五十三条第二項第一号及び第

居宅支援サービス費の支給

九

八

七

六

五

二

居宅介護サービス費の支給

百分の七十﹂とする︒

第四十二条の三第二

第四十九条第二項

第五十四条第二項並びに第
第五十四条の二第二

第五十四条の三
第四十四条第三項︑第四

一

︵これに相当するサービスを含む ︒次項において 同じ︒︶並びに
行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該
各号に定める規定を適用する場合においては︑これらの規定中﹁
第四十一条第四項第一号及び第
第四十二条第二項並びに第
第四十二条の二第二項第

特例地域密着型介護サービス費の支給

一号及び第二号並びに第四十三条第一項︑第四項及び第六項

地域密着型介護サービス費の支給

四十三条第一項︑第四項及び第六項

特例居宅介護サービス費の支給

二号並びに第四十三条第一項︑第四項及び第六項

居宅介護サービス費の支給

百分の九十﹂とあるのは︑﹁百分の七十﹂とする︒
一
二
三
四
施設介護サービス費の支給

項並びに第四十三条第一項︑第四項及び第六項
五
特例施設介護サービス費の支給

第四十八条第二項

六
介護予防サービス費の支給

項
特例地域密着型介護予防サービス費の支給

項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項︑第四項及び第六

地域密着型介護予防サービス費の支給

五十五条第一項︑第四項及び第六項

特例介護予防サービス費の支給

二号並びに第五十五条第一項︑第四項及び第六項

第五十三条第二項第一号及び第

七
八
九

十

居宅介護福祉用具購入費の支給

第二項並びに第五十五条第一項︑第四項及び第六項
十一

第五十六条第三項︑第四
第四十五条第三項︑第四項及

介護予防福祉用具購入費の支給

項及び第七項
十二

居宅介護住宅改修費の支給

項及び第七項
十三

４

介護予防住宅改修費の支給

び第七項
十四
び第七項

第五十七条第三項︑第四項及

第八項
居宅支援住宅改修費の支給

第五十七条第三項︑第四項及び

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

十
第八項

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス及び施設

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス︑地域密

サービスに要する費用については︑第五十一条第一項︑第五十一

４

着型サービス︑施設サービス︑介護予防サービス及び地域密着型

条の二第一項︑第五十一条の三第一項︑第六十一条第一項︑第六

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

介護予防サービスに要する費用については︑第五十一条第一項︑

十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は︑適用しな

事業者及び施設

第五十一条の二第一項︑第五十一条の三第一項︑第六十一条第一

第五章

い︒

登録等

介護支援専門員

介護支援専門員並びに事業者及び施設

項︑第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は︑
適用しない︒
第五章
第一節
第一款

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であ

︵介護支援専門員の登録︶
第六十九条の二

って︑都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試
験︵以下﹁介護支援専門員実務研修受講試験﹂という︒︶に合格
し︑かつ︑都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行
う研修︵以下﹁介護支援専門員実務研修﹂という︒︶の課程を修
了したものは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該都道府
県知事の登録を受けることができる︒ただし︑次の各号のいずれ
成年被後見人又は被保佐人

かに該当する者については︑この限りでない︒
一

禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を受
この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で

けることがなくなるまでの者

こ

二
三

政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ︑その執行
を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの者

２

四
五

六
七

登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著し
く不当な行為をした者
第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け︑
その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登
録が消除され︑まだその期間が経過しない者
第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け︑
その処分の日から起算して五年を経過しない者
第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行
政手続法︵平成五年法律第八十八号︶第十五条の規定による通
知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決
定する日までの間に登録の消除の申請をした者︵登録の消除の
申請について相当の理由がある者を除く︒︶であって︑当該登
録が消除された日から起算して五年を経過しないもの
前項の登録は︑都道府県知事が︑介護支援専門員資格登録簿に

氏名︑生年月日︑住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登

前条第一項の登録を受けている者は︑当該登録を

録番号及び登録年月日を登載してするものとする︒
︵登録の移転︶
第六十九条の三

している都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在
する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者
若しくは施設の業務に従事し︑又は従事しようとするときは︑当
該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事
に対し︑当該登録をして いる都道府県知事を経由して ︑登録の移
転の申請をすることができる︒ただし︑その者が第六十九条の三
十八第三項の規定による禁止の処分を受け︑その禁止の期間が満
了して いないときは︑この限りでない︒

第六十九条の二第一項の登録を受けている者は︑

︵登録事項の変更の届出︶
第六十九条の四

当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があ
ったときは︑遅滞なく︑その旨を都道府県知事に届け出なければ
ならない︒

第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次

︵死亡等の届出︶
第六十九条の五
の各号のいずれかに該当することとなった場合には︑当該各号に
定める者は︑その日︵第一号の場合にあっては︑その事実を知っ
た日︶から三十日以内に︑その旨を当該登録をしている都道府県

その

知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に
届け出なければならない︒
死亡した場合

その相続人

一

第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合

本人

第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った

後見人又は保佐人

二
三
場合

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する

︵申請等に基づく登録の消除︶
第六十九条の六

場合には︑第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならな
一

前条の規定による届出があった場合

本人から登録の消除の申請があった場合

い︒
二

前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当す
第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された

る事実が判明した場合

三
四
場合

第六十九条の二第一項の登録を受けている者は︑

︵介護支援専門員証の交付等︶
第六十九条の七

２

３
４

５

６

７

８

都道府県知事に対し︑介護支援専門員証の交付を申請することが
できる︒
介護支援専門員証の交付を受けようとする者は︑都道府県知事
が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければな
らない︒ただし︑第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚
生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けよ
うとする者については︑この限りでない︒
介護支援専門員証︵第五項の規定により交付された介護支援専
門員証を除く︒︶の有効期間は︑五年とする︒
介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により
登録の移転があったときは︑当該介護支援専門員証は︑その効力
を失う︒
前項に規定する場合において︑登録の移転の申請とともに介護
支援専門員証の交付の申請があったときは︑当該申請を受けた都
道府県知事は︑同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するま
での期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければな
らない︒
介護支援専門員は︑第六十九条の二第一項の登録が消除された
とき︑又は介護支援専門員証が効力を失ったときは︑速やかに︑
介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなけ
ればならない︒
介護支援専門員は︑第六十九条の三十八第三項の規定による禁
止の処分を受けたときは︑速やかに︑介護支援専門員証をその交
付を受けた都道府県知事に提出しなければならない︒
前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知
事は︑同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から
返還の請求があったときは︑直ちに︑当該介護支援専門員証を返
還しなければならない︒
︵介護支援専門員証の有効期間の更新︶

介護支援専門員証の有効期間は︑申請により更新

前条第三項の規定は︑更新後の介護支援専門員証の有効期間に

ない︒

により指定する研修の課程を修了した者については︑この限りで

相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところ

介護支援専門員の業務に従事しており︑かつ︑更新研修の課程に

﹁更新研修﹂という︒︶を受けなければならない︒ただし︑現に

道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修︵以下

介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は︑都

する︒

第六十九条の八
２

３
ついて準用する︒

介護支援専門員は︑その業務を行うに当たり︑関

︵介護支援専門員証の提示︶
第六十九条の九

係者から請求があったときは︑介護支援専門員証を提示しなけれ
ばならない︒

この款に定めるもののほか︑第六十九条の二第一

︵厚生労働省令への委任︶
第六十九条の十

項の登録︑その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は︑

登録試験問題作成機関の登録︑指定試験実施機

厚生労働省令で定める︒
第二款

関及び指定研修実施機関の指定等
都道府県知事は︑厚生労働大臣の登録を受けた

︵登録試験問題作成機関の登録︶
第六十九条の十一

法人︵以下﹁登録試験問題作成機関﹂という︒︶に︑介護支援専
門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作
成及び合格の基準の設定に関するもの︵以下﹁試験問題作成事務
﹂という︒︶を行わせることができる︒

２
３

前項の登録は︑試験問題作成事務を行おうとする者の申請によ
り行う︒
都道府県知事は︑第一項の規定により登録試験問題作成機関に

次の各号のいずれかに該当する法人は︑前条第

試験問題作成事務を行わせるときは︑試験問題作成事務を行わな
いものとする︒
︵欠格条項︶
第六十九条の十二

厚生労働大臣は︑第六十九条の十一第二項の規

その役員のうちに︑第一号に該当する者があること︒

あること︒

り消され︑その取消しの日から起算して二年を経過しない者で

第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取

ない者であること︒

は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過し

この法律の規定により刑に処せられ︑その執行を終わり︑又

一項の登録を受けることができない︒
一

二

三
︵登録の基準︶
第六十九条の十三

定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合して
いるときは︑同条第一項の登録をしなければならない︒この場合

試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられている

こと︒

員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものである

別表の上欄に掲げる科目について 同表の下欄に掲げる試験委

において︑登録に関して必要な手続は︑厚生労働省令で定める︒
一

二
イ

試験問題作成事務の管理︵試験に関する秘密の保持及び試

試験問題作成事務について 専任の管理者を置くこと︒

こと︒
ロ

験の合格の基準に関することを含む︒︶に関する文書の作成

三

ハ

その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を
確保するための措置が講じられていること︒
ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管
理を行う専任の部門を置くこと︒
債務超過の状態にないこと︒

︵登録の公示等︶
厚生労働大臣は︑第六十九条の十一第一項の登

厚生労働大臣は︑前項の届出があったときは︑その旨を公示し

届け出なければならない︒

ととした都道府県知事︵以下﹁委任都道府県知事﹂という︒︶に

より登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせるこ

に︑その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定に

を変更しようとするときは︑変更しようとする日の二週間前まで

登録試験問題作成機関は︑その名称又は主たる事務所の所在地

所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない︒

録をしたときは︑当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の

第六十九条の十四

２

３
なければならない︒

登録試験問題作成機関は︑役員を選任し︑又は

︵役員の選任及び解任︶
第六十九条の十五

解任したときは︑遅滞なく︑その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない︒

登録試験問題作成機関は︑第六十九条の十三第

︵試験委員の選任及び解任︶
第六十九条の十六

一号の試験委員を選任し︑又は解任したときは︑遅滞なく︑その
旨を厚生労働大臣に届け出なければならない︒
︵秘密保持義務等︶

登録試験問題作成機関の役員若しくは職員︵第

試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は

た秘密を漏らしてはならない︒

又はこれらの職にあった者は︑試験問題作成事務に関して知り得

六十九条の十三第一号の試験委員を含む︒次項において同じ︒︶

第六十九条の十七

２
職員は︑刑法その他の罰則の適用については︑法令により公務に
従事する職員とみなす︒
︵試験問題作成事務規程︶
登録試験問題作成機関は︑試験問題作成事務の

厚生労働大臣は︑前項の規定により認可をした試験問題作成事

様とする︒

可を受けなければならない︒これを変更しようとするときも︑同

る事項について試験問題作成事務規程を定め︑厚生労働大臣の認

開始前に︑厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関す

第六十九条の十八

２

務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となっ
たと認めるときは︑登録試験問題作成機関に対し︑これを変更す
べきことを命ずることができる︒

登録試験問題作成機関は︑毎事業年度経過後三

︵財務諸表等の備付け及び閲覧等︶
第六十九条の十九

月以内に︑その事業年度の財産目録︑貸借対照表及び損益計算書
又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書︵その作成に代
えて電磁的記録︵電子的方式︑磁気的方式その他の人の知覚によ
っては認識することができない方式で作られる記録であって︑電
子計算機による情報処理の用に供されるものをいう︒以下この条
において同じ︒︶の作成がされている場合における当該電磁的記
録を含む︒次項及び第二百十一条の二において﹁財務諸表等﹂と
いう︒︶を作成し︑五年間登録試験問題作成機関の事務所に備え
て置かなければならない︒

２

介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の
利害関係人は︑登録試験問題作成機関の業務時間内は︑いつでも
︑次に掲げる請求をすることができる︒ただし︑第二号又は第四
号の請求をするには︑登録試験問題作成機関の定めた費用を支払
財務諸表等が書面をもって 作成されて いるときは︑当該書面

わなければならない︒
一
前号の書面の謄本又は抄本の請求

の閲覧又は謄写の請求
二
財務諸表等が電磁的記録をもって 作成されて いるときは︑当

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚

より表示したものの閲覧又は謄写の請求

該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法に

三

四

生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事
項を記載した書面の交付の請求

登録試験問題作成機関は︑厚生労働省令で定め

︵帳簿の備付け等︶
第六十九条の二十

るところにより︑試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令

厚生労働大臣は︑登録試験問題作成機関が第

で定めるものを記載した帳簿を備え︑保存しなければならない︒
︵適合命令︶
第六十九条の二十一

六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき
は︑その登録試験問題作成機関に対し︑これらの規定に適合する

厚生労働大臣は︑試験問題作成事務の適正な

ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる︒
︵報告及び検査︶
第六十九条の二十二

実施を確保するため必要があると認めるときは︑登録試験問題作
成機関に対し︑試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め

２

３

︑又は当該職員に関係者に対して質問させ︑若しくは登録試験問
題作成機関の事務所に立ち入り︑その帳簿書類その他の物件を検
査させることができる︒
委任都道府県知事は︑その行わせることとした試験問題作成事
務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは︑登録
試験問題作成機関に対し︑試験問題作成事務の状況に関し必要な
報告を求め︑又は当該職員に関係者に対して 質問させ︑若しくは
登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り︑その帳簿書類その他
の物件を検査させることができる︒
第二十四条第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査に
ついて︑同条第四項の規定は前二項の規定による権限について 準
用する︒
︵試験問題作成事務の休廃止︶
登録試験問題作成機関は︑厚生労働大臣の許

厚生労働大臣は︑第一項の規定による許可をしたときは︑その

︑関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない︒

厚生労働大臣は︑前項の規定による許可をしようとするときは

又は廃止してはならない︒

可を受けなければ︑試験問題作成事務の全部又は一部を休止し︑

第六十九条の二十三

２
３

旨を︑関係委任都道府県知事に通知するとともに︑公示しなけれ
ばならない︒
︵登録の取消し等︶
厚生労働大臣は︑登録試験問題作成機関が第

厚生労働大臣は︑登録試験問題作成機関が次の各号のいずれか

該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない︒

六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは︑当

第六十九条の二十四

２

に該当するときは︑当該登録試験問題作成機関に対し︑その登録
を取り消し︑又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは

３

第六十九条の十八第二項又は第六十九条の二十一の命令に違

程によらないで 試験問題作成事務を行ったとき︒

第六十九条の十八第一項の認可を受けた試験問題作成事務規

よる請求を拒んだとき︒

正当な理由がないのに第六十九条の十九第二項各号の規定に

一項の規定に違反したとき︒

十六︑第六十九条の十九第一項︑第六十九条の二十又は前条第

第六十九条の十四第二項︑第六十九条の十五︑第六十九条の

き︒

不正な手段により第六十九条の十一第一項の登録を受けたと

一部の停止を命ずることができる︒
一
二

三
四
五
反したとき︒
厚生労働大臣は︑前二項の規定により登録を取り消し︑又は前
項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命
じたときは︑その旨を︑関係委任都道府県知事に通知するととも
に︑公示しなければならない︒
︵委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施︶
委任都道府県知事は︑登録試験問題作成機関

厚生労働大臣は︑委任都道府県知事が前項の規定により試験問

︑当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする︒

ると認めるときは︑第六十九条の十一第三項の規定にかかわらず

施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があ

災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実

しくは一部の停止を命じたとき︑又は登録試験問題作成機関が天

定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若

部若しくは一部を休止したとき︑厚生労働大臣が前条第二項の規

が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全

第六十九条の二十五

２

題作成事務を行うこととなるとき︑又は委任都道府県知事が同項
の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなっ

たときは︑速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなけ
ればならない︒

委任都道府県知事は︑地方自治法第二百二十

︵試験問題作成事務に係る手数料︶
第六十九条の二十六
七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場
合においては︑第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問
題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研
修受講試験を受けようとする者に︑条例で定めるところにより︑
当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ︑その収入と
することができる︒
︵指定試験実施機関の指定︶
都道府県知事は︑その指定する者︵以下﹁指

前条の規定は︑指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料

務﹂という︒︶を行わせることができる︒

験の実施に関する事務︵試験問題作成事務を除く︒以下﹁試験事

定試験実施機関﹂という︒︶に︑介護支援専門員実務研修受講試

第六十九条の二十七

２
について準用する︒
︵秘密保持義務等︶

指定試験実施機関︵その者が法人である場合

試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は︑刑法そ

漏らしてはならない︒

又はこれらの職にあった者は︑試験事務に関して知り得た秘密を

にあっては︑その役員︒次項において 同じ︒︶若しくはその職員

第六十九条の二十八

２

の他の罰則の適用については︑法令により公務に従事する職員と
みなす︒
︵監督命令等︶

第六十九条の二十九

都道府県知事は︑試験事務の適正な実施を確

保するため必要があると認めるときは︑指定試験実施機関に対し
︑試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる︒
︵報告及び検査︶
都道府県知事は︑試験事務の適正な実施を確保

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

できる︒

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

に対して質問させ︑若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入

試験事務の状況に関し必要な報告を求め︑又は当該職員に関係者

するため必要があると認めるときは︑指定試験実施機関に対し︑

第六十九条の三十

２

いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す
る︒
︵合格の取消し等︶
都道府県知事は︑不正の手段によって介護支

指定試験実施機関は︑その指定をした都道府県知事の前項に規

受講試験を受けることを禁止することができる︒

ては︑合格の決定を取り消し︑又はその介護支援専門員実務研修

援専門員実務研修受講試験を受け︑又は受けようとした者に対し

第六十九条の三十一

２

第六十九条の二十七から前条までに定めるも

定する職権を行うことができる︒
︵政令への委任︶
第六十九条の三十二

ののほか︑指定試験実施機関に関し必要な事項は︑政令で定める
︒

都道府県知事は︑その指定する者︵以下﹁指

︵指定研修実施機関の指定等︶
第六十九条の三十三

２

３

定研修実施機関﹂という︒︶に︑介護支援専門員実務研修及び更
新研修の実施に関する事務︵以下﹁研修事務﹂という︒︶を行わ
せることができる︒
第六十九条の二十七第二項︑第六十九条の二十九及び第六十九
条の三十の規定は︑指定研修実施機関について準用する︒この場
合において︑これらの規定中﹁指定試験実施機関﹂とあるのは﹁
指定研修実施機関﹂と︑﹁試験事務﹂とあるのは﹁研修事務﹂と
読み替えるものとする︒
前二項に定めるもののほか︑指定研修実施機関に関し必要な事

義務等

項は︑政令で定める︒
第三款
︵介護支援専門員の義務︶
介護支援専門員は︑その担当する要介護者等

介護支援専門員は︑厚生労働省令で定める基準に従って ︑介護

よう︑公正かつ誠実にその業務を行わなければならない︒

定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのない

ービス︑介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特

護者等に提供される居宅サービス︑地域密着型サービス︑施設サ

の人格を尊重し︑常に当該要介護者等の立場に立って︑当該要介

第六十九条の三十四

２

支援専門員の業務を行わなければならない︒

介護支援専門員は︑介護支援専門員証を不正

︵名義貸しの禁止等︶
第六十九条の三十五

に使用し︑又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使
用させてはならない︒

介護支援専門員は︑介護支援専門員の信用を

︵信用失墜行為の禁止︶
第六十九条の三十六

傷つけるような行為をしてはならない︒

︵秘密保持義務︶
第六十九条の三十七

介護支援専門員は︑正当な理由なしに︑その

業務に関して 知り得た人の秘密を漏らしてはならない︒介護支援
専門員でなくなった後においても︑同様とする︒
︵報告等︶
都道府県知事は︑介護支援専門員の業務の適

都道府県知事は︑他の都道府県知事の登録を受けている介護支

行うことを禁止することができる︒

に対し︑一年以内の期間を定めて︑介護支援専門員として業務を

定による指示又は命令に従わない場合には︑当該介護支援専門員

該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規

都道府県知事は︑その登録を受けている介護支援専門員又は当

る研修を受けるよう命ずることができる︒

専門員に対し︑必要な指示をし︑又は当該都道府県知事の指定す

条の三十四の規定に違反していると認めるときは︑当該介護支援

該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九

都道府県知事は︑その登録を受けている介護支援専門員又は当

めることができる︒

を行う介護支援専門員に対し︑その業務について必要な報告を求

受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務

正な遂行を確保するため必要があると認めるときは︑その登録を

第六十九条の三十八

２

３

４

援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは︑遅滞な
く︑その旨を︑当該介護支援専門員の登録をして いる都道府県知

都道府県知事は︑その登録を受けている介護

事に通知しなければならない︒
︵登録の消除︶
第六十九条の三十九

支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該登録

２

３

を消除しなければならない︒
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該

二
不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合

不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合

一

三
前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合

当するに至った場合

四
都道府県知事は︑その登録を受けている介護支援専門員が次の
各号のいずれかに該当する場合には︑当該登録を消除することが

前条第二項の規定による指示又は命令に違反し︑情状が重い

は虚偽の報告をした場合

前条第一項の規定により報告を求められて︑報告をせず︑又

反した場合

第六十九条の三十四から第六十九条の三十七までの規定に違

できる︒
一
二
三
場合
第六十九条の二第一項の登録を受けて いる者で 介護支援専門員
証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場
合には︑当該登録をしている都道府県知事は︑当該登録を消除し
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該

なければならない︒
一

不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合

当するに至った場合
二

介護支援専門員として業務を行った場合
指定居宅サービス事業者

三
第二節

︵指定居宅サービス事業者の指定︶
︵略︶

第一節
︵略︶

指定居宅サービス事業者

︵指定居宅サービス事業者の指定︶
第七十条

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

︵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

２

ら第三号まで︑第五号から第七号まで︑第九号又は第十号︵病院

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

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

第七十条
２

等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

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

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

係る指定の申請にあっては︑第二号又は第三号︶のいずれかに該

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

︵略︶

当するときは︑第四十一条第一項本文の指定をしてはならない︒
一〜三

︑第二号から第十一号まで︶のいずれかに該当するときは︑第四

こ

十一条第一項本文の指定をしてはならない︒
︵略︶

申請者が︑第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項

経過しないものを含む︒︶であるとき︒

院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を

る場合においては︑当該通知があった日前六十日以内に当該病

のを含み︑当該指定を取り消された者が法人でない病院等であ

であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないも

る者その他の政令で定める使用人︵以下﹁役員等﹂という︒︶

る者を含む︒第五節において 同じ︒︶又はその事業所を管理す

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

問わず︑法人に対し業務を執行する社員︑取締役︑執行役又は

いい︑相談役︑顧問その他いかなる名称を有する者であるかを

業務を執行する社員︑取締役︑執行役又はこれらに準ずる者を

の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員︵

場合においては︑当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条

五年を経過しな い者︵当該指定を取り消された者が法人である

の規定により指定を取り消され︑その取消しの日から起算して

申請者が︑第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項

者であるとき︒

︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの

する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ

申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関

は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき︒

申請者が︑禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又

一〜三
四
五

六

七

の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をし

３

八

九
十

ないことを決定する日までの間に第七十五条の規定による事業
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を経過し
ないものであるとき︒
前号に規定する期間内に第七十五条の規定による事業の廃止
の届出があった場合において︑申請者が︑同号の通知の日前六
十日以内に当該届出に係る法人︵当該事業の廃止について相当
の理由がある法人を除く︒︶の役員等又は当該届出に係る法人
でない病院等︵当該事業の廃止について相当の理由があるもの
を除く︒︶の管理者であった者で ︑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︒
申請者が︑指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒
申請者が︑法人で ︑その役員等のうちに第四号から前号まで
申請者が︑法人でな い病院等で ︑その管理者が第四号から

のいずれかに該当する者のあるものであるとき︒
十一

第九号までのいずれかに該当する者であるとき︒
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
百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域と
する︒︶における介護専用型特定施設入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
とになると認めるとき︑その他の当該都道府県介護保険事業支援

４

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しないことができる︒
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︒
︵指定の更新︶
第四十一条第一項本文の指定は︑六年ごとにその更

前条の規定は︑第一項の指定の更新について準用する︒

るものとする︒

有効期間は︑従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算す

前項の場合において︑指定の更新がされたときは︑その指定の

有する︒

効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を

の申請に対する処分がされないときは︑従前の指定は︑指定の有

の条において﹁指定の有効期間﹂という︒︶の満了の日までにそ

前項の更新の申請があった場合において︑同項の期間︵以下こ

新を受けなければ︑その期間の経過によって ︑その効力を失う︒

第七十条の二
２

３

４

︵指定居宅サービス事業者の特例︶

︵指定居宅サービス事業者の特例︶

︵同法第六十九条の規定により同号の指定があったものとみなさ

の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定があったとき

たものとみなされたときを含む︒︶︑又は同法第八十六条第一項

定があったとき︵同法第六十九条の規定により同号の指定があっ

条第三項第一号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指

病院︑診療所又は薬局について︑健康保険法第六十三

れたときを含む︒︶︑又は同法第八十六条第一項第一号の規定に

第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認があったときは

第七十一条

よる特定承認保険医療機関の承認があったときは︑その指定又は

︑その指定又は承認の時に︑当該病院︑診療所又は薬局の開設者

病院等について︑健康保険法第六十三条第三項第一号

承認︵以下この項において﹁指定等﹂という︒︶の時に︑当該病

について ︑当該病院︑診療所又は薬局により行われる居宅サービ

第七十一条

院等の開設者について︑当該病院等により行われる居宅サービス

２

前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定

定めるところにより別段の申出をしたとき︑又はその指定等の時

ものとみなす︒ただし︑当該病院等の開設者が︑厚生労働省令で

管理指導に限る︒︶に係る第四十一条第一項本文の指定があった

令で定める種類の居宅サービスに限り︑薬局にあっては居宅療養

︵病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省

︑この限りでない︒

︑厚生労働省令で定めるところにより︑別段の申出をしたときは

たものとみなす︒ただし︑当該病院︑診療所又は薬局の開設者が

養管理指導に限る︒︶に係る第四十一条第一項本文の指定があっ

省令で定める種類の居宅サービスに限り︑薬局にあっては居宅療

ス︵病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働

により第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは︑
この限りでない︒
る第四十一条第一項本文の指定は︑当該指定に係る病院等につい

又は薬局について︑健康保険法第八十条の規定による保険医療機

る第四十一条第一項本文の指定は︑当該指定に係る病院︑診療所

前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係

て︑健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険

関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項

２

薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において 準用す

において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機

前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係

る同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消

︵略︶

関の承認の取消しがあったときは︑その効力を失う︒
第七十二条

しがあったときは︑その効力を失う︒
︵略︶

る第四十一条第一項本文の指定は︑当該指定に係る介護老人保健

前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係

る第四十一条第一項本文の指定は︑当該指定に係る介護老人保健

施設又は介護療養型医療施設について︑第百四条第一項の規定に

２

施設又は介護療養型医療施設について ︑第九十四条の二第一項の

よる許可の取消し又は第百十四条第一項の規定による指定の取消

前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係

第七十二条
２

規定により許可の効力が失われたとき若しくは第百四条第一項若

しがあったときは︑その効力を失う︒

指定居宅サービス事業者は︑次条第二項に規定する指

︵指定居宅サービスの事業の基準︶

しくは第百十五条の二十九第六項の規定により許可の取消しがあ
ったとき︑又は第百七条の二第一項の規定により指定の効力が失
われたとき若しくは第百十四条第一項若しくは第百十五条の二十
九第六項の規定により指定の取消しがあったときは︑その効力を
失う︒
︵指定居宅サービスの事業の基準︶

第七十三条

定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い︑要介

指定居宅サービス事業者は︑次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運営に関する基準に従い︑要介

護者等の心身の状況等に応じて 適切な指定居宅サービスを提供す

第七十三条

護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供する

２

い︒

ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならな

ことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受

とともに︑自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行う

ない︒

受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければなら

うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを

るとともに︑自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行

項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む ︒︶に

合を含む︒︶若しくは第三十二条第六項第二号︵第三十三条第四

号︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場

る被保険者から提示された被保険者証に︑第二十七条第七項第二

一項後段に規定する意見︵以下﹁認定審査会意見﹂という︒︶が

項において 準用する場合を含む ︒︶に掲げる意見又は第三十条第

合を含む︒︶若しくは第三十二条第六項第二号︵第三十三条第四

号︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場

る被保険者から提示された被保険者証に︑第二十七条第十項第二

指定居宅サービス事業者は︑指定居宅サービスを受けようとす

掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一

記載されているときは︑当該認定審査会意見に配慮して︑当該被

２

項後段に規定する意見︵以下﹁認定審査会意見﹂という︒︶が記

保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければな

指定居宅サービス事業者は︑指定居宅サービスを受けようとす

載されているときは︑当該認定審査会意見に配慮して︑当該被保

︵略︶
︵略︶

︵報告等︶

２・３

第七十四条

らない︒

︵略︶

険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければなら
ない︒
第七十四条
︵略︶

指定居宅サービス事業者は︑要介護者の人格を尊重するととも

２・３
４

に︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要介護者のた
め忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵報告等︶

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

者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定

支給に関して 必要があると認めるときは︑指定居宅サービス事業

において﹁指定居宅サービス事業者であった者等﹂という︒︶に

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

居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者

支援サービス費の支給に関して必要があると認めるときは︑指定

都道府県知事は︑居宅介護サービス費の支給又は居宅

宅サービス事業者であった者等﹂という︒︶に対し︑報告若しく

対し︑報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑指定居

第七十六条

は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑指定居宅サービス事業者

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若しく

都道府県知事又は市町村長は︑居宅介護サービス費の

若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サービ

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

第七十六条

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

２

指定に係る事業所に立ち入り︑その設備若しくは帳簿書類その他

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

ビス事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書

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

︵略︶

類その他の物件を検査させることができる︒
２

の物件を検査させることができる︒
︵略︶

都道府県知事は︑指定居宅サービス事業者が︑当

︵勧告︑命令等︶

︒

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

︑その旨を公示しなければならない︒

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

めて︑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

なかったときは︑当該指定居宅サービス事業者に対し︑期限を定

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

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

に従わなかったときは︑その旨を公表することができる︒

その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

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︑

準を遵守すべきことを勧告することができる︒

項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基

同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し︑又は同条第二

て︑同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し︑若しくは

認めるときは︑当該指定居宅サービス事業者に対し︑期限を定め

準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと

項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基

項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず︑又は同条第二

ついて第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同

該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員に

第七十六条の二

２

３

４
５

サービス事業者について︑第七十四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運営に関する基準に従って適正な指定

居宅サービスの事業の運営をしていないと認めるときは︑その旨
を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなけれ
ばならない︒
︵指定の取消し等︶
都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

︵指定の取消し︶
第七十七条

においては︑当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一

第七十七条
においては︑当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一

項本文の指定を取り消すことができる︒

︵略︶

居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し不

一・二

項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
指定居宅サービス事業者が︑第七十条第二項第四号︑第五号

くは一部の効力を停止することができる︒
一
︑第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき︒
︵略︶

三

正があったとき︒

指定居宅サービス事業者が︑前条第一項の規定により報告又

は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず︑又

四

報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わ

は虚偽の報告をしたとき︒

ぜず︑同項の規定による質問に対して答弁せず︑若しくは虚偽

が︑第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応

をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避

同項の規定による質問に対して答弁せず︑若しくは虚偽の答弁

が︑前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず︑

指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

の答弁をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しく

したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の従業者がその行為

五

は忌避したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の従業者がそ

をした場合において︑その行為を防止するため︑当該指定居宅

指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

ず︑又は虚偽の報告をしたとき︒

指定居宅サービス事業者が︑第七十六条第一項の規定により

居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき︒

務に違反したと認められるとき︒

指定居宅サービス事業者が︑第七十四条第四項に規定する義

二・三
四
五
六

七

の行為をした場合において ︑その行為を防止するため︑当該指

︵略︶

サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く︒

︵略︶

六

定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを
八

前各号に掲げる場合のほか︑指定居宅サービス事業者が︑こ

除く︒
九

の法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令

２

十

で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違
反したとき︒
前各号に掲げる場合のほか︑指定居宅サービス事業者が︑居
指定居宅サービス事業者が法人である場合において︑その

宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき︒
十一
役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効
力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関
指定居宅サービス事業者が法人でない病院等である場合に

し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき︒
十二
おいて︑その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一
部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス
等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒

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

サービス事業者について ︑前項第二号又は第三号に該当すると認

２

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

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

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
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

知事に通知することができる︒

都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示

事に通知しなければならない︒

三

︵略︶
消したとき︒

前条第一項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り

一・二

しなければならない︒

第七十八条

︵公示︶
都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示

︵公示︶
第七十八条
しなければならない︒
︵略︶

前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四

一・二
三

十一条第一項本文の指定を取り消し︑又は指定の全部若しくは

指定地域密着型サービス事業者

一部の効力を停止したとき︒
第三節

第四十二条の二第一項本文の指定は︑厚生労働省

︵指定地域密着型サービス事業者の指定︶
第七十八条の二

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

２

３

４

︑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であっ
て︑その入所定員が二十九人以下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︵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︒
市町村長は︑第四十二条の二第一項本文の指定をしようとする
ときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑あらかじめその旨
を都道府県知事に届け出なければならない︒
都道府県知事は︑地域密着型特定施設入居者生活介護につき市
町村長から前項の届出があった場合において︑当該申請に係る事
業所の所在地を含む区域︵第百十八条第二項第一号の規定により
当該都道府県が定める区域とする︒︶における介護専用型特定施
設入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︑当該市町村長に対し︑必要な助言又は勧告
をすることができる︒
市町村長は︑第一項の申請があった場合において︑次の各号の
いずれかに該当するときは︑第四十二条の二第一項本文の指定を
一

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

申請者が法人でないとき︒

してはならない︒
二

三

四
五

六

七

八
九

︑第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは
同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指
定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たし
ていないとき︒
申請者が︑第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定
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に従っ
て適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができない
と認められるとき︒
当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合で
あって︑その所在地の市町村長の同意を得ていないとき︒
申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関
する法律で政令で 定めるものの規定により罰金の刑に処せられ
︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの
者であるとき︒
申請者が︑第七十八条の九︵第二号から第五号までを除く︒
︶の規定により指定を取り消され︑その取消しの日から起算し
て五年を経過しない者であるとき︒
申請者が︑第七十八条の九︵第二号から第五号までを除く︒
︶の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分を
しないことを決定する日までの間に第七十八条の五の規定によ
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︒︶又は第七十八条の七の規定による指定
の辞退をした者︵当該指定の辞退について 相当の理由がある者
を除く︒︶で︑当該届出又は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︒
申請者が︑指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒
申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があると
き︒

５

イ

こ

禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を
第五号又は前号に該当する者

受けることがなくなるまでの者
ロ
第七十八条の九︵第二号から第五号までを除く︒︶の規定

第七号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事

して五年を経過しないもの

十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算

に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六

により指定を取り消された法人において ︑当該取消しの処分

ハ

ニ
業の廃止の届出をした法人︵当該事業の廃止について 相当の
理由がある法人を除く︒︶又は第七十八条の七の規定による
指定の辞退をした法人︵当該指定の辞退について 相当の理由
がある法人を除く︒︶において︑同号の通知の日前六十日以
内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日か
ら起算して五年を経過しないもの
市町村長は︑第一項の申請があった場合において︑次の各号の
いずれかに該当するときは︑第四十二条の二第一項本文の指定を

申請者が︑第七十八条の九第二号から第五号までの規定によ

しない者であるとき︒

り指定を取り消され︑その取消しの日から起算して五年を経過

申請者が︑第七十八条の九第二号から第五号までの規定によ

しないことができる︒
一

二

る指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による
通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを
決定する日までの間に第七十八条の五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︒︶又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした
者︵当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く︒︶で
︑当該届出又は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︒

６

三

四

申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があると
第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を

前号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事業

過しないもの

の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経

続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にそ

取り消された法人において︑当該取消しの処分に係る行政手

き︒
イ

ロ
の廃止の届出をした法人︵当該事業の廃止について相当の理
由がある法人を除く︒︶又は第七十八条の七の規定による指
定の辞退をした法人︵当該指定の辞退について相当の理由が
ある法人を除く︒︶において︑同号の通知の日前六十日以内
にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から
起算して五年を経過しないもの
認知症対応型共同生活介護︑地域密着型特定施設入居者生活
介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第
一項の申請があった場合において ︑当該市町村又は当該申請に
係る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
定により当該市町村が定める区域とする︒以下この号において
﹁日常生活圏域﹂という︒︶における当該地域密着型サービス
の利用定員の総数が︑同条第一項の規定により当該市町村が定
める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当
該日常生活圏域の当該地域密着型サービスの必要利用定員総数
に既に達しているか︑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認めるとき︑その他の当該市町村
介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認める
とき︒
市町村長は︑第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとする
とき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしない
こととするときは︑あらかじめ︑当該市町村が行う介護保険の被

７

保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講
じなければならない︒
市町村長は︑第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たっ
て︑当該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︒
︵指定地域密着型サービスの事業の基準︶
指定地域密着型サービス事業者は︑次条第二項又

指定地域密着型サービス事業者は︑指定地域密着型サービスを

立ってこれを提供するように努めなければならない︒

ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に

指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講

指定地域密着型サービスを提供するとともに︑自らその提供する

営に関する基準に従い︑要介護者の心身の状況等に応じて 適切な

は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運

第七十八条の三

２

受けようとする被保険者から提示された被保険者証に︑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
︑当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように
努めなければならない︒
指定地域密着型サービス事業者は︑当該指定に係

厚生労働大臣は︑前項に規定する指定地域密着型サービスの事

設備及び運営に関する基準は︑厚生労働大臣が定める︒

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

有しなければならない︒

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

る事業所ごとに︑厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令

第七十八条の四

２
３

業の設備及び運営に関する基準︵指定地域密着型サービスの取扱
いに関する部分に限る︒︶を定めようとするときは︑あらかじめ
社会保障審議会の意見を聴かなければならない︒

４

５

６

市町村は︑第一項及び第二項の規定にかかわらず︑厚生労働省
令で定める範囲内で︑これらの規定に定める基準に代えて︑当該
市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関す
る基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関す
る基準を定めることができる︒
市町村は︑前項の当該市町村における指定地域密着型サービス
に従事する従業者に関する基準及び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を定めようとするときは︑あらか
じめ︑当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意
見を反映させ︑及び学識経験を有する者の知見の活用を図るため
に必要な措置を講じなければならない︒
指定地域密着型サービス事業者は︑要介護者の人格を尊重する
とともに︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要介護
者のため忠実にその職務を遂行しなければならない︒

指定地域密着型サービス事業者は︑当該指定に係

︵変更の届出等︶
第七十八条の五

る事業所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︑又は当該指定地域密着型サービス︵地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護を除く︒︶の事業を廃止し︑休
止し︑若しくは再開したときは︑厚生労働省令で定めるところに

市町村長は︑地域密着型介護サービス費の支給に

より︑十日以内に︑その旨を市町村長に届け出なければならない
︒
︵報告等︶
第七十八条の六

関して必要があると認めるときは︑指定地域密着型サービス事業
者若しくは指定地域密着型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者であった者︵以下この項において﹁
指定地域密着型サービス事業者であった者等﹂という︒︶に対し

２

︑報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑指定地域密
着型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若し
くは指定地域密着型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
地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り︑
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︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密

いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵指定の辞退︶
第七十八条の七

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は︑一月以
上の予告期間を設けて︑その指定を辞退することができる︒

市町村長は︑指定地域密着型サービス事業者が︑

︵勧告︑命令等︶
第七十八条の八

第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付
された条件に従わず︑当該指定に係る事業所の従業者の知識若し
くは技能若しくは人員について第七十八条の四第一項の厚生労働
省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若し
くは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従
業者に関する基準を満たしておらず︑又は同条第二項若しくは第
四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に
関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営
をしていないと認めるときは︑当該指定地域密着型サービス事業
者に対し︑期限を定めて︑第七十八条の二第七項の規定により当
該指定を行うに当たって付された条件に従い︑第七十八条の四第
一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し︑若しくは同項の厚生

２

３

４

労働省令で定める員数の従業者を有し︑若しくは同条第四項に規
定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を
遵守し︑又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着
型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきこと
を勧告することができる︒
市町村長は︑前項の規定による勧告をした場合において︑その
勧告を受けた指定地域密着型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︒
市町村長は︑第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型
サービス事業者が︑正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと
らなかったときは︑当該指定地域密着型サービス事業者に対し︑
期限を定めて ︑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︒
市町村長は︑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︒

市町村長は︑次の各号のいずれかに該当する場合

︵指定の取消し等︶
第七十八条の九

においては︑当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二
条の二第一項本文の指定を取り消し︑又は期間を定めてその指定

指定地域密着型サービス事業者が︑当該指定に係る事業所の

と認められるとき︒

規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反した

指定地域密着型サービス事業者が︑第七十八条の二第七項の

三号に該当するに至ったとき︒

指定地域密着型サービス事業者が︑第七十八条の二第五項第

五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき︒

指定地域密着型サービス事業者が︑第七十八条の二第四項第

の全部若しくは一部の効力を停止することができる︒
一
二
三

四

従業者の知識若しくは技能又は人員について︑第七十八条の四

五

六
七

第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省
令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サー
ビスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくな
ったとき︒
指定地域密着型サービス事業者が︑第七十八条の四第二項又
は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び
運営に関する基準に従って 適正な指定地域密着型サービスの事
業の運営をすることができなくなったとき︒
指定地域密着型サービス事業者が︑第七十八条の四第六項に
規定する義務に違反したと認められるとき︒
指定地域密着型サービス事業者︵地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護を行うものに限る︒︶が︑第二十八条第五項
︵第二十九条第二項︑第三十条第二項︑第三十一条第二項︑第
三十三条第四項︑第三十三条の二第二項︑第三十三条の三第二
項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む︒第八十
四条︑第九十二条︑第百四条及び第百十四条において同じ︒︶
の規定により調査の委託を受けた場合において︑当該調査の結
地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき︒

果について虚偽の報告をしたとき︒
八

指定地域密着型サービス事業者が︑第七十八条の六第一項の

指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の

これに従わず︑又は虚偽の報告をしたとき︒

規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて

九

十

従業者が︑第七十八条の六第一項の規定により出頭を求められ
てこれに応ぜず︑同項の規定による質問に対して答弁せず︑若
しくは虚偽の答弁をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨
げ︑若しくは忌避したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の
従業者がその行為をした場合において ︑その行為を防止するた
め︑当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督
を尽くしたときを除く︒

十一

指定地域密着型サービス事業者が︑不正の手段により第四
前各号に掲げる場合のほか︑指定地域密着型サービス事業

十二条の二第一項本文の指定を受けたとき︒
十二
者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法
律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは
前各号に掲げる場合のほか︑指定地域密着型サービス事業

処分に違反したとき︒
十三
者が︑居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした
指定地域密着型サービス事業者の役員等のうちに︑指定の

とき︒
十四

取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとす
るとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当

市町村長は︑次に掲げる場合には︑遅滞なく︑そ

な行為をした者があるとき︒
︵公示︶
第七十八条の十

の旨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
第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき︒

ならない︒
一

第七十八条の五の規定による届出︵同条の厚生労働省令で定

前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消

定の辞退があったとき︒

第七十八条の七の規定による第四十二条の二第一項本文の指

るものを除く︒︶があったとき︒

める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係

二

三
四

第七十条の二の規定は︑第四十二条の二第一項

し︑又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき︒
︵準用︶
第七十八条の十一

本文の指定について 準用する︒この場合において ︑必要な技術的

指定居宅介護支援事業者

読替えは︑政令で定める︒
第四節
︵指定居宅介護支援事業者の指定︶
︵略︶

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

第七十九条
２

第二節

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︶
︵略︶

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

第七十九条
２

のい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
︵略︶

のい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
一

ならない︒

︵略︶

当該申請に係る事業所の介護支援専門員︵要介護者等からの

ならない︒
一

二

︵略︶

生労働省令で定める員数を満たしていないとき︒

める者をいう︒以下同じ︒︶の人員が︑第八十一条第一項の厚

援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定

者であって︑要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な

サービス事業を行う者︑介護保険施設等との連絡調整等を行う

居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村︑居宅

相談に応じ︑及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な

当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が︑第八十一

三

二

︵略︶

条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき︒

三

申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関

申請者が︑第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項

五年を経過しない者であるとき︒

の規定により指定を取り消され︑その取消しの日から起算して

申請者が︑第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項

者であるとき︒

︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの

する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ

四

五

六

の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をし
ないことを決定する日までの間に第八十二条の規定による事業
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

七
八

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︒
申請者が︑指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒

禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を

こ

申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があると
き︒
イ
第四号又は前号に該当する者

受けることがなくなるまでの者
ロ
第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定に

第六号に規定する期間内に第八十二条の規定による事業の

て五年を経過しないもの

日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算し

係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十

より指定を取り消された法人において︑当該取消しの処分に

ハ

ニ

廃止の届出をした法人︵当該事業の廃止について 相当の理由
がある法人を除く︒︶において︑同号の通知の日前六十日以
内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年
を経過しないもの
︵指定の更新︶
第四十六条第一項の指定は︑六年ごとにその更新

前項の場合において ︑指定の更新がされたときは︑その指定の

有する︒

効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を

の申請に対する処分がされないときは︑従前の指定は︑指定の有

の条において﹁指定の有効期間﹂という︒︶の満了の日までにそ

前項の更新の申請があった場合において︑同項の期間︵以下こ

を受けなければ︑その期間の経過によって︑その効力を失う︒

第七十九条の二
２

３

有効期間は︑従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算す

４

るものとする︒
前条の規定は︑第一項の指定の更新について準用する︒
︵指定居宅介護支援の事業の基準︶

︵指定居宅介護支援の事業の基準︶

居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い︑要介護者等の心

指定居宅介護支援事業者は︑次条第二項に規定する指定

居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い︑要介護者の心身

身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに

第八十条

の状況等に応じて 適切な指定居宅介護支援を提供するとともに︑

︑自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその

指定居宅介護支援事業者は︑次条第二項に規定する指定

自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他

他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の
︵略︶

の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立
２

第八十一条

︵略︶

︵報告等︶

２・３

︵略︶

立場に立ってこれを提供するように努めなければならない︒

︵略︶
︵略︶

場に立ってこれを提供するように努めなければならない︒

第八十条

２
第八十一条
︵略︶

指定居宅介護支援事業者は︑要介護者の人格を尊重するととも

２・３
４

に︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要介護者のた
め忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵報告等︶

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命

以下この項において﹁指定居宅介護支援事業者であった者等﹂と

であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者︵

きは︑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

介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは

し︑報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑指定居宅

おいて﹁指定居宅介護支援事業者であった者等﹂という︒︶に対

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

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

都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑指定居

じ︑指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従

指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め︑又は当

第八十三条

業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を

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介護支

都道府県知事又は市町村長は︑必要があると認めると

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

援事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件
︵略︶

定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り︑その
２

を検査させることができる︒
︵略︶

帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒

第八十三条

２

都道府県知事は︑指定居宅介護支援事業者が︑当

︵勧告︑命令等︶

︒

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

︑その旨を公示しなければならない︒

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

めて︑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

なかったときは︑当該指定居宅介護支援事業者に対し︑期限を定

護支援事業者が︑正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら

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

に従わなかったときは︑その旨を公表することができる︒

その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

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︑

する基準を遵守すべきことを勧告することができる︒

︑又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関

同条第一項の厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有し

るときは︑当該指定居宅介護支援事業者に対し︑期限を定めて︑

従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をして いないと認め

第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に

第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず︑又は同条

該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について 第八十一条

第八十三条の二

２

３

４
５

介護支援事業者について︑第八十一条第二項に規定する指定居宅
介護支援の事業の運営に関する基準に従って 適正な指定居宅介護
支援の事業の運営をしていないと認めるときは︑その旨を当該指
定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならな
い︒

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

︵指定の取消し等︶
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

︵指定の取消し︶
第八十四条

においては︑当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一

項の指定を取り消すことができる︒

においては︑当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一

︵略︶

居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求

報告をしたとき︒

の委託を受けた場合において ︑当該調査の結果について虚偽の

︑第百四条及び第百十四条において同じ︒︶の規定により調査

合を含む︒︶において準用する場合を含む︒次項︑第九十二条

︵第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場

項︑第三十条第二項︑第三十一条第二項及び第三十二条第二項

第二十七条第二項後段︵第二十八条第四項︑第二十九条第二

一・二

項の指定を取り消し︑又は期間を定めてその指定の全部若しくは
指定居宅介護支援事業者が︑第七十九条第二項第四号又は第

一部の効力を停止することができる︒
一
八号のいずれかに該当するに至ったとき︒
︵略︶

三

四

に関し不正があったとき︒

指定居宅介護支援事業者が︑前条第一項の規定により報告又

は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず︑又

五

報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わ

は虚偽の報告をしたとき︒

ぜず︑同項の規定による質問に対して 答弁せず︑若しくは虚偽

が︑第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応

をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避

同項の規定による質問に対して答弁せず︑若しくは虚偽の答弁

が︑前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず︑

指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

の答弁をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しく

したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の従業者がその行為

六

は忌避したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の従業者がそ

をした場合において︑その行為を防止するため︑指定居宅介護

指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

ず︑又は虚偽の報告をしたとき︒

指定居宅介護支援事業者が︑第八十三条第一項の規定により

居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき︒

いて ︑当該調査の結果について 虚偽の報告をしたとき︒

第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合にお

務に違反したと認められるとき︒

指定居宅介護支援事業者が︑第八十一条第四項に規定する義

二・三
四
五

六
七

八

の行為をした場合において︑その行為を防止するため︑当該指

︵略︶

支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く︒

︵略︶

七

定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを
九

前各号に掲げる場合のほか︑指定居宅介護支援事業者が︑こ

除く︒
十

２

の法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令
で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違
前各号に掲げる場合のほか︑指定居宅介護支援事業者が︑

反したとき︒
十一
指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに︑指定の取消し

居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき︒
十二
又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき
前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為
をした者があるとき︒
五項の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

業者について︑前項第二号から第四号までのいずれかに該当する

二項後段の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事

市町村は︑保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十七条第

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

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

２

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

府県知事に通知することができる︒

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

ればならない︒

都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示
︵略︶

指定介護老人福祉施設

介護保険施設

前条第一項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し
たとき︒

第三節
第一款

︵指定介護老人福祉施設の指定︶

三

一・二

しなければならない︒

第八十五条

︵公示︶
都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示

︵公示︶
第八十五条
しなければならない︒
︵略︶

前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四

一・二
三

十六条第一項の指定を取り消し︑又は指定の全部若しくは一部

指定介護老人福祉施設

介護保険施設

の効力を停止したとき︒
第五節
第一款

︵指定介護老人福祉施設の指定︶

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

第八十六条

めるところにより︑老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護

老人ホームであって ︑その開設者の申請があったものについて 行

第四十八条第一項第一号の指定は︑厚生労働省令で定

老人ホームであって︑その入所定員が三十人以上であるものの開

う︒

第八十六条

設者の申請があったものについて 行う︒

２

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

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
︵略︶

八条第一項第一号の指定をしてはならない︒
一・二

八条第一項第一号の指定をしてはならない︒
︵略︶

当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに

あるとき︒

に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

当該特別養護老人ホームの開設者が︑指定の申請前五年以内

から起算して五年を経過しないものであるとき︒

ついて相当の理由がある者を除く︒︶で︑当該指定の辞退の日

九十一条の規定による指定の辞退をした者︵当該指定の辞退に

処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第

係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該

第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に

当該特別養護老人ホームの開設者が︑第九十二条第一項又は

の取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき︒

第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され︑そ

当該特別養護老人ホームの開設者が︑第九十二条第一項又は

けることがなくなるまでの者であるとき︒

により罰金の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を受

保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

当該特別養護老人ホームの開設者が︑この法律その他国民の

一・二
三

四

五

六

七
こ

次のいずれかに該当する者があるとき︒
禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を
第三号又は前号に該当する者

イ
ロ

第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定に

受けることがなくなるまでの者
ハ

より指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて ︑当該
取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が
あった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であっ

３

ニ

た者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の
辞退をした特別養護老人ホーム︵当該指定の辞退について相
当の理由がある特別養護老人ホームを除く︒︶において︑同
号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長で
あった者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
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︒
︵指定の更新︶
第四十八条第一項第一号の指定は︑六年ごとにそ

︵略︶

前条の規定は︑第一項の指定の更新について準用する︒

るものとする︒

有効期間は︑従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算す

前項の場合において︑指定の更新がされたときは︑その指定の

有する︒

効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を

の申請に対する処分がされないときは︑従前の指定は︑指定の有

の条において﹁指定の有効期間﹂という︒︶の満了の日までにそ

前項の更新の申請があった場合において︑同項の期間︵以下こ

う︒

の更新を受けなければ︑その期間の経過によって︑その効力を失

第八十六条の二

２

３

４
第八十八条

︵略︶
指定介護老人福祉施設の開設者は︑要介護者の人格を尊重する

２・３
４

︵略︶
︵略︶

第八十八条
２・３

とともに︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要介護
者のため忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵報告等︶

︵報告等︶

て﹁開設者であった者等﹂という︒︶に対し︑報告若しくは帳簿

者若しくはその長その他の従業者であった者︵以下この項におい

は︑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

しくは提示を命じ︑指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその

あった者等﹂という︒︶に対し︑報告若しくは帳簿書類の提出若

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

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

都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑指定介護

書類の提出若しくは提示を命じ︑指定介護老人福祉施設の開設者

長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め

第九十条

若しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対

︑又は当該職員に関係者に対して質問させ︑若しくは指定介護老

都道府県知事又は市町村長は︑必要があると認めるとき

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

人福祉施設について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ
︵略︶

は指定介護老人福祉施設に立ち入り︑その設備若しくは帳簿書類
２

せることができる︒

︵略︶

その他の物件を検査させることができる︒

第九十条

２
︵勧告︑命令等︶

都道府県知事は︑指定介護老人福祉施設が︑その

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

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︒

その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

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︑

できる︒

の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することが

従業者を有し︑又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設

対し︑期限を定めて︑同条第一項の厚生労働省令で定める員数の

ていないと認めるときは︑当該指定介護老人福祉施設の開設者に

営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をし

︑又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運

第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず

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て

第九十一条の二

２

３

４
５

人福祉施設の開設者が︑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 ︑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︒
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︒
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
指定介護老人福祉施設について︑第八十八条第二項に規定する指
定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って 適正な
指定介護老人福祉施設の運営をしていないと認めるときは︑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︒
︵指定の取消し等︶
都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

︵指定の取消し︶
第九十二条

においては︑当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項

第九十二条

においては︑当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項

第一号の指定を取り消すことができる︒

︵略︶

第二十七条第二項後段の規定により調査の委託を受けた場合
︵略︶

において ︑当該調査の結果について 虚偽の報告をしたとき︒
四〜七

三

一・二

第一号の指定を取り消し︑又は期間を定めて その指定の全部若し
指定介護老人福祉施設が︑第八十六条第二項第三号又は第七

くは一部の効力を停止することができる︒
一

号のいずれかに該当するに至ったとき︒
︵略︶

第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合にお

する義務に違反したと認められるとき︒

指定介護老人福祉施設の開設者が︑第八十八条第四項に規定

二・三
四
五

いて ︑当該調査の結果について 虚偽の報告をしたとき︒
︵略︶

前各号に掲げる場合のほか︑指定介護老人福祉施設の開設者

六〜九
十

が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律
で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処
分に違反したとき︒

２

十一

前各号に掲げる場合のほか︑指定介護老人福祉施設の開設

者が︑居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした
指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに

とき︒
十二
︑指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をし
ようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著
しく不当な行為をした者があるとき︒
十八条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

人福祉施設について︑前項第二号から第四号までのいずれかに該

十七条第二項後段の規定により委託した調査を行った指定介護老

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

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

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

２

︑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

在地の都道府県知事に通知することができる︒

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

通知しなければならない︒

都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示
︵略︶

介護老人保健施設

前条第一項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取
り消したとき︒

第二款
︵開設許可︶

三

一・二

しなければならない︒

第九十三条

︵公示︶
都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示

︵公示︶
第九十三条
しなければならない︒
︵略︶

前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四

一・二
三

十八条第一項第一号の指定を取り消し︑又は指定の全部若しく

介護老人保健施設

は一部の効力を停止したとき︒
第二款
︵開設許可︶

︵略︶

︵略︶
２

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︑

第九十四条

︵略︶

３

︵略︶

２

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︑

第九十四条
３

次の各号︵前項の申請にあっては︑第二号又は第三号︶のいずれ
︵略︶

次の各号︵前項の申請にあっては︑第二号又は第三号︶のいずれ

一〜三

かに該当するときは︑前二項の許可を与えることができない︒
こ

かに該当するときは︑前二項の許可を与えることができない︒
︵略︶
申請者が︑禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又

一〜三
四

五

六

七

八

は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき︒
申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関
する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ
︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの
者であるとき︒
申請者が︑第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の
規定により許可を取り消され︑その取消しの日から起算して五
年を経過しない者︵当該許可を取り消された者が法人である場
合においては︑当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又は
その開設した介護老人保健施設を管理する者︵以下﹁介護老人
保健施設の管理者﹂という︒︶であった者で当該取消しの日か
ら起算して五年を経過しないものを含み︑当該許可を取り消さ
れた者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないも
のである場合においては︑当該通知があった日前六十日以内に
当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該
取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む︒︶であ
るとき︒
申請者が︑第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の
規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規
定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしな
いことを決定する日までの間に第百五条において 準用する医療
法第九条第一項の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︒
前号に規定する期間内に第百五条において 準用する医療法第
九条第一項の規定による廃止の届出があった場合において︑申
請者が︑同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人︵
当該廃止について相当の理由がある法人を除く︒︶の役員若し
くはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係

九
十

る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの︵当
該廃止について相当の理由がある者を除く︒︶の開設した介護
老人保健施設の管理者であった者で︑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︒
申請者が︑許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒
申請者が︑法人で︑その役員等のうちに第四号から前号まで
申請者が︑第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人で

のいずれかに該当する者のあるものであるとき︒
十一
ないもので︑その事業所を管理する者その他の政令で定める使
用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者の
あるものであるとき︒

区域︵第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定め

申請があった場合において︑当該申請に係る施設の所在地を含む

増加に係るものに限る︒以下この項及び次項において同じ︒︶の

する︒︶における介護老人保健施設の入所定員の総数が︑同条第

百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域と

った場合において︑当該申請に係る施設の所在地を含む区域︵第

増加に係るものに限る︒以下この項において同じ︒︶の申請があ

︵略︶

る区域とする︒︶における介護老人保健施設の入所定員の総数が

一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支

４

︑同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保

援計画において 定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定

︵略︶

険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必

員総数に既に達して いるか︑又は当該申請に係る施設の開設若し

４

要入所定員総数に既に達して いるか︑又は当該申請に係る施設の

くは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めると

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

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

５

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

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

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

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

許可を与えないことができる︒

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

第二項の許可を与えないことができる︒

５

６

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︒

︵許可の更新︶
前条第一項の許可は︑六年ごとにその更新を受け

︵略︶

前条の規定は︑第一項の許可の更新について準用する︒

るものとする︒

有効期間は︑従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算す

前項の場合において ︑許可の更新がされたときは︑その許可の

有する︒

効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を

の申請に対する処分がされないときは︑従前の許可は︑許可の有

の条において﹁許可の有効期間﹂という︒︶の満了の日までにそ

前項の更新の申請があった場合において︑同項の期間︵以下こ

なければ︑その期間の経過によって︑その効力を失う︒

第九十四条の二
２

３

４
第九十七条
︵略︶

介護老人保健施設の開設者は︑要介護者の人格を尊重するとと

２〜４
５

もに︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要介護者の
ため忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵報告等︶

︵略︶
︵略︶

第九十七条
２〜４

︵報告等︶

いう︒︶に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若し

は医師その他の従業者︵以下﹁介護老人保健施設の開設者等﹂と

︑介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

健施設の開設者︑介護老人保健施設を管理する者︵以下﹁介護老

長又は特別区の区長は︑必要があると認めるときは︑介護老人保

三条の二第一項において﹁保健所を設置する市﹂という︒︶の市

第五条第一項の規定に基づく政令で定める市︵第三項及び第二百

都道府県知事︑地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶

くは提示を命じ︑介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め

人保健施設の管理者﹂という︒︶若しくは医師その他の従業者︵

第百条

︑又は当該職員に︑介護老人保健施設の開設者等に対して 質問さ

以下﹁介護老人保健施設の開設者等﹂という︒︶に対し報告若し

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

せ︑若しくは介護老人保健施設に立ち入り︑その設備若しくは診

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

第百条

療録︑帳簿書類その他の物件を検査させることができる︒

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

健施設に立ち入り︑その設備若しくは診療録︑帳簿書類その他の
２

︵略︶

物件を検査させることができる︒
︵略︶

若しくは提出若しくは提示を命じ︑若しくは出頭を求め︑又は当

２
若しくは提出若しくは提示を命じ︑若しくは出頭を求め︑又は当

該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ︑若しくは

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

該職員に介護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立入検査をさせた保健所を設置する市の市長

３

介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は︑当該介護老人

又は特別区の区長は︑当該介護老人保健施設につき次条︑第百二

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

保健施設につき次条︑第百二条︑第百三条第三項又は第百四条第

条︑第百三条第一項又は第百四条第一項の規定による処分が行わ

３

一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは︑理

れる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

︵業務運営の改善命令等︶

県知事に通知しなければならない︒

由を付して︑その旨を都道府県知事に通知しなければならない︒

︵業務運営の勧告︑命令等︶
都道府県知事は︑介護老人保健施設が︑その業務に従事

項に規定する人員を有しなくなったとき︑又は同条第三項に規定

都道府県知事は︑介護老人保健施設が︑第九十七条第二

健施設の開設者が︑正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準︵運営に関す

第百三条

らなかったときは︑当該介護老人保健施設の開設者に対し︑期限

る部分に限る︒次項において同じ︒︶に適合しなくなったときは

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

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︒

その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

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︑

準を遵守すべきことを勧告することができる︒

条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基

七条第二項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し︑又は同

︑当該介護老人保健施設の開設者に対し︑期限を定めて︑第九十

︒以下こ の条において 同じ︒︶に適合していな いと認めるときは

保健施設の設備及び運営に関する基準︵運営に関する部分に限る

める員数を満たしておらず︑又は同条第三項に規定する介護老人

する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定

第百三条

２

３

を定めて ︑その勧告に係る措置をとるべきことを命じ︑又は期間

４
５

を定めて ︑その業務の停止を命ずることができる︒

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︒

︑当該介護老人保健施設の開設者に対し︑期限を定めて︑その運

営の改善を命じ︑又は期間を定めて︑その業務の停止を命ずるこ
とができる︒

老人保健施設について︑第九十七条第三項に規定する介護老人保

健施設の設備及び運営に関する基準に適合しなくなったと認める

老人保健施設について︑第九十七条第三項に規定する介護老人保

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

健施設の設備及び運営に関する基準に適合しなくなったと認める

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

２

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

に通知することができる︒

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

に通知しなければならない︒

︵許可の取消し︶

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合に

︵許可の取消し等︶

第百四条

おいては︑当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可

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

を取り消すことができる︒

第百四条

を取り消し︑又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効
︵略︶

二

一

介護老人保健施設の開設者が前三条の規定による命令に違反

︵略︶

力を停止することができる︒
一

介護老人保健施設が︑第九十四条第三項第四号︑第五号︑第

︵略︶

したとき︒

二

十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき︒
介護老人保健施設の開設者が︑第九十七条第五項に規定する
三

第二十七条第二項後段の規定により調査の委託を受けた場合

三
︵略︶

四

義務に違反したと認められるとき︒
四

第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合にお

五〜七

︵略︶

において︑当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき︒

五

いて︑当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき︒
︵略︶

前各号に掲げる場合のほか︑介護老人保健施設の開設者が︑

違反したとき︒

令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に

この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政

前各号に掲げる場合のほか︑介護老人保健施設の開設者が︑

六〜八
九

十

２

３

介護老人保健施設の開設者が法人である場合において︑そ

居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき︒
十一
の役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消
し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとすると
き前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行
介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚

為をした者があるとき︒
十二
生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合におい
て︑その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の
効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に
関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒

市町村は︑第二十七条第二項後段の規定により委託した調査又

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健施

２

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健施設に

設について ︑前項第四号又は第五号に該当すると認めるときは︑

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
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

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知す
︵略︶

を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなけれ
３

指定介護療養型医療施設

第四十八条第一項第三号の指定は︑厚生労働省令で定め

︵指定介護療養型医療施設の指定︶

第三款

ることができる︒

指定介護療養型医療施設

ばならない︒
︵略︶
第三款

︵指定介護療養型医療施設の指定︶

第百七条

るところにより︑療養病床等を有する病院又は診療所であって︑

第四十八条第一項第三号の指定は︑厚生労働省令で定め

るところにより︑療養病床等を有する病院又は診療所︵以下この

その開設者の申請があったものについて行う︒

第百七条

条において﹁療養病床病院等﹂という︒︶であって︑その開設者
２

都道府県知事は︑第一項の申請があった場合において︑当該療

︵略︶

３

２

都道府県知事は︑第一項の申請があった場合において︑当該病

︵略︶

の申請があったものについて 行う︒
３

院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは︑第四十八
︵略︶

養病床病院等が次の各号のいずれかに該当するときは︑第四十八

一・二

条第一項第三号の指定をしてはならない︒
こ

条第一項第三号の指定をしてはならない︒
︵略︶
当該療養病床病院等の開設者が︑禁錮以上の刑に処せられ︑

一・二
三

四

五

六

七

その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの者
であるとき︒
当該療養病床病院等の開設者が︑この法律その他国民の保健
医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ
り罰金の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき︒
当該療養病床病院等の開設者が︑第百十四条第一項又は第百
十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され︑その取
消しの日から起算して五年を経過しない者︵当該指定を取り消
された者が法人である場合においては︑当該取消しの処分に係
る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以
内に当該法人の役員又はその開設した療養病床病院等の管理者
であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないも
のを含み︑当該指定を取り消された者が法人でない療養病床病
院等である場合においては︑当該通知があった日前六十日以内
に当該療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日か
ら起算して五年を経過しないものを含む︒︶であるとき︒
当該療養病床病院等の開設者が︑第百十四条第一項又は第百
十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る
行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分
をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十
三条の規定による指定の辞退をした者︵当該指定の辞退につい
て相当の理由がある者を除く︒︶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き︒
前号に規定する期間内に第百十三条の規定による指定の辞退
があった場合において︑当該療養病床病院等の開設者が︑同号
の通知の日前六十日以内に当該指定の辞退に係る法人︵当該指
定の辞退について相当の理由がある法人を除く︒︶の役員若し
くはその開設した療養病床病院等の管理者又は当該指定の辞退
に係る法人でない療養病床病院等︵当該指定の辞退について相

八

九

当の理由があるものを除く︒︶の管理者であった者で︑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き︒
当該療養病床病院等の開設者が︑指定の申請前五年以内に居
宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者である
とき︒
当該療養病床病院等の開設者が︑法人で︑その役員又は当該
療養病床病院等の管理者のうちに第三号から前号までのいずれ
かに該当する者のあるものであるとき︒
当該療養病床病院等の開設者が︑法人でな い療養病床病院等

︵略︶

十
で︑その管理者が第三号から第八号までのいずれかに該当する
４

都道府県知事は︑第四十八条第一項第三号の指定をしようとす

者であるとき︒
５

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︒

第四十八条第一項第三号の指定は︑六年ごとにその

︵指定の更新︶

︒

前項の場合において︑指定の更新がされたときは︑その指定の

有する︒

効期間の満了後もその処分がされるまでの間は︑なおその効力を

の申請に対する処分がされないときは︑従前の指定は︑指定の有

の条において﹁指定の有効期間﹂という︒︶の満了の日までにそ

前項の更新の申請があった場合において︑同項の期間︵以下こ

更新を受けなければ︑その期間の経過によって ︑その効力を失う

第百七条の二

２

３

有効期間は︑従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算す
るものとする︒

４

︵略︶

４

前条の規定は︑第一項の指定の更新について準用する︒
︵指定の変更︶
︵略︶

︵略︶

︵指定の変更︶
第百八条

前条第四項の規定は︑前項の指定の変更の申請があった場合に

ついて 準用する︒こ の場合において ︑同条第四項中﹁指定をしな

２

合について準用する︒この場合において︑同条第四項中﹁指定を

い﹂とあるのは︑﹁指定の変更を拒む﹂と読み替えるものとする

第百七条第四項の規定は︑前項の指定の変更の申請があった場

第百八条
２
しない﹂とあるのは︑﹁指定の変更を拒む﹂と読み替えるものと

︵略︶
︵略︶

︵報告等︶

２・３

第百十条

︒
︵略︶

する︒
第百十条
︵略︶

指定介護療養型医療施設の開設者は︑要介護者の人格を尊重す

２・３
４

るとともに︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要介
護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵報告等︶

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︑指

この項において﹁開設者であった者等﹂という︒︶に対し︑報告

の開設者若しくは管理者︑医師その他の従業者であった者︵以下

きは︑指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設

医療施設の開設者若しくは管理者︑医師その他の従業者若しくは

録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ︑指定介護療養型

て﹁開設者であった者等﹂という︒︶に対し︑報告若しくは診療

くは管理者︑医師その他の従業者であった者︵以下この項におい

護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若し

都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑指定介

定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者︑医師その他の従

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

第百十二条

業者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

対して質問させ︑若しくは指定介護療養型医療施設について設備

都道府県知事又は市町村長は︑必要があると認めると

員に関係者に対して質問させ︑若しくは指定介護療養型医療施設

若しくは診療録︑帳簿書類その他の物件を検査させることができ
︵略︶

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
２

る︒

︵略︶

検査させることができる︒

第百十二条

２

都道府県知事は︑指定介護療養型医療施設が︑そ

︵勧告︑命令等︶
第百十三条の二

２

３

４
５

の行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員につい
て第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず
︑又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び
運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営
をしていないと認めるときは︑当該指定介護療養型医療施設の開
設者に対し︑期限を定めて︑同条第一項の厚生労働省令で定める
員数の従業者を有し︑又は同条第二項に規定する指定介護療養型
医療施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告す
ることができる︒
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︑
その勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限
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
︒
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療
養型医療施設の開設者が︑正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかったときは︑当該指定介護療養型医療施設の開設者
に対し︑期限を定めて︑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︒
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︒
市町村は︑保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った
指定介護療養型医療施設について ︑第百十条第二項に規定する指
定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正
な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは︑
その旨を当該指定介護療養型医療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︒

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

︵指定の取消し等︶
第百十四条

においては︑当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する場合

︵指定の取消し︶
第百十四条

においては︑当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一

２

項第三号の指定を取り消し︑又は期間を定めて その指定の全部若
指定介護療養型医療施設が︑第百七条第三項第三号︑第四号

しくは一部の効力を停止することができる︒
一
︑第九号又は第十号のいずれかに該当するに至ったとき︒
︵略︶

第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合にお

する義務に違反したと認められるとき︒

指定介護療養型医療施設の開設者が︑第百十条第四項に規定

二・三
四
五
いて︑当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき︒
︵略︶

前各号に掲げる場合のほか︑指定介護療養型医療施設の開設

六〜九
十

者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法
律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは
前各号に掲げる場合のほか︑指定介護療養型医療施設の開

処分に違反したとき︒
十一

設者が︑居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし
指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合におい

たとき︒
十二

て︑その役員又は当該指定介護療養型医療施設の管理者のうち
に指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をし
ようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著
指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病

しく不当な行為をした者があるとき︒
十三

院等である場合において︑その管理者が指定の取消し又は指定
の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以
内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
であるとき︒

項第三号の指定を取り消すことができる︒

︵略︶

第二十七条第二項後段の規定により調査の委託を受けた場合

一・二

三

︵略︶

において︑当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき︒
四〜七

市町村は︑保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二

十七条第二項後段の規定により委託した調査を行った指定介護療

２

十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型

養型医療施設について︑前項第二号から第四号までのいずれかに

市町村は︑保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二
医療施設について ︑前項各号のいずれかに該当すると認めるとき

は︑その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知

の所在地の都道府県知事に通知することができる︒

該当すると認めるときは︑その旨を当該指定介護療養型医療施設

三

︵略︶
り消したとき︒

前条第一項の規定により第四十八条第一項第三号の指定を取

一・二

しなければならない︒

都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示

事に通知しなければならない︒

申請者が法人でないとき︒

第百十五条

︵公示︶
都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を公示

︵公示︶
第百十五条
しなければならない︒
︵略︶

前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四

一・二
三
十八条第一項第三号の指定を取り消し︑又は指定の全部若しく

指定介護予防サービス事業者

は一部の効力を停止したとき︒
第六節
︵指定介護予防サービス事業者の指定︶
第五十三条第一項本文の指定は︑厚生労働省令で

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

事業所﹂という︒︶ごとに行う︒

係る介護予防サービス事業を行う事業所︵以下この節において﹁

り︑介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に

定めるところにより︑介護予防サービス事業を行う者の申請によ

第百十五条の二

２

ら第三号まで︑第五号から第七号まで︑第九号又は第十号︵病院
等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︑第二号から第十一
号まで︶のいずれかに該当するときは︑第五十三条第一項本文の
一

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

指定をしてはならない︒
二

︑第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項
の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき︒

三

四
五

六

七

八

申請者が︑第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サ
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
準又は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
準に従って 適正な介護予防サービス事業の運営をすることがで
こ

きないと認められるとき︒
申請者が︑禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又
は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき︒
申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関
する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ
︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの
者であるとき︒
申請者が︑第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第
六項の規定により指定を取り消され︑その取消しの日から起算
して五年を経過しない者︵当該指定を取り消された者が法人で
ある場合においては︑当該取消しの処分に係る行政手続法第十
五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役
員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しな
いものを含み︑当該指定を取り消された者が法人でない病院等
である場合においては︑当該通知があった日前六十日以内に当
該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五
年を経過しないものを含む︒︶であるとき︒
申請者が︑第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第
六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五
条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分
をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五の規定に
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
を経過しないものであるとき︒
前号に規定する期間内に第百十五条の五の規定による事業の
廃止の届出があった場合において︑申請者が︑同号の通知の日

九
十

前六十日以内に当該届出に係る法人︵当該事業の廃止について
相当の理由がある法人を除く︒︶の役員等又は当該届出に係る
法人でな い病院等︵当該事業の廃止について相当の理由がある
ものを除く︒︶の管理者であった者で︑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︒
申請者が︑指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒
申請者が︑法人で ︑その役員等のうちに第四号から前号まで
申請者が︑法人でない病院等で︑その管理者が第四号から

のいずれかに該当する者のあるものであるとき︒
十一
第九号までのいずれかに該当する者であるとき︒
︵指定介護予防サービスの事業の基準︶
指定介護予防サービス事業者は︑次条第二項に規

指定介護予防サービス事業者は︑指定介護予防サービスを受け

ってこれを提供するように努めなければならない︒

ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立

る指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講

切な指定介護予防サービスを提供するとともに︑自らその提供す

び運営に関する基準に従い︑要支援者の心身の状況等に応じて適

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

定する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

第百十五条の三

２

ようとする被保険者から提示された被保険者証に︑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︑当
該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めな

指定介護予防サービス事業者は︑当該指定に係る

ければならない︒
第百十五条の四

事業所ごとに︑厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で
定める員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

２

３

４

なければならない︒
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︑厚生労働大臣が
定める︒
厚生労働大臣は︑前項に規定する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︵指定介護予防
サービスの取扱いに関する部分に限る︒︶を定めようとするとき
は︑あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない︒
指定介護予防サービス事業者は︑要支援者の人格を尊重すると
ともに︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要支援者
のため忠実にその職務を遂行しなければならない︒

指定介護予防サービス事業者は︑当該指定に係る

︵変更の届出等︶
第百十五条の五

事業所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︑又は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し︑
休止し︑若しくは再開したときは︑厚生労働省令で定めるところ

都道府県知事又は市町村長は︑介護予防サービス

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
らない︒
︵報告等︶
第百十五条の六

費の支給に関して 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定に係る事業所の従業者若

２

しくは指定介護予防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
介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り︑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
︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて ︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵勧告︑命令等︶
都道府県知事は︑指定介護予防サービス事業者が

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

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︒

その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

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︑

に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる︒

関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営

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

令で定める員数の従業者を有し︑又は同条第二項に規定する指定

厚生労働省令で定める基準を遵守し︑若しくは同項の厚生労働省

定介護予防サービス事業者に対し︑期限を定めて︑同条第一項の

予防サービスの事業の運営をして いないと認めるときは︑当該指

ビスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護

めの効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サー

同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のた

しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず︑又は

員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若

︑当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人

第百十五条の七

２

３

防サービス事業者が︑正当な理由がなくてその勧告に係る措置を
とらなかったときは︑当該指定介護予防サービス事業者に対し︑

４
５

期限を定めて ︑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︒
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︒
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
介護予防サービス事業者について︑第百十五条の四第二項に規定
する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又は指定介護予防サービスの事業の設備及び
運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の
運営をしていないと認めるときは︑その旨を当該指定に係る事業
所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない︒

都道府県知事は︑次の各号のいずれかに該当する

︵指定の取消し等︶
第百十五条の八

場合においては︑当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十
三条第一項本文の指定を取り消し︑又は期間を定めて その指定の

指定介護予防サービス事業者が︑第百十五条の四第四項に規

業の運営をすることができなくなったとき︒

備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事

支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設

定する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

指定介護予防サービス事業者が︑第百十五条の四第二項に規

める員数を満たすことができなくなったとき︒

一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定

業者の知識若しくは技能又は人員について ︑第百十五条の四第

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

たとき︒

号︑第五号︑第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至っ

指定介護予防サービス事業者が︑第百十五条の二第二項第四

全部若しくは一部の効力を停止することができる︒
一

二

三

四

介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき︒

定する義務に違反したと認められるとき︒
五
指定介護予防サービス事業者が︑第百十五条の六第一項の規

前各号に掲げる場合のほか︑指定介護予防サービス事業者が

に違反したとき︒

政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分

︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で

前各号に掲げる場合のほか︑指定介護予防サービス事業者が

条第一項本文の指定を受けたとき︒

指定介護予防サービス事業者が︑不正の手段により第五十三

くしたときを除く︒

︑当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽

業者がその行為をした場合において ︑その行為を防止するため

︑若しくは忌避したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の従

くは虚偽の答弁をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ

これに応ぜず︑同項の規定による質問に対して 答弁せず︑若し

業者が︑第百十五条の六第一項の規定により出頭を求められて

指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従

れに従わず︑又は虚偽の報告をしたとき︒

定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこ

六

七

八
九

十

指定介護予防サービス事業者が法人である場合において︑

︑居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
︒
十一

その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部
の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等
指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等である場

に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき︒
十二

合において︑その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しく
は一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サー
ビス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒

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
ると認めるときは︑その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都

都道府県知事は︑次に掲げる場合には︑その旨を

道府県知事に通知しなければならない︒
︵公示︶
第百十五条の九
第五十三条第一項本文の指定をしたとき︒

公示しなければならない︒
一
第百十五条の五の規定による届出︵同条の厚生労働省令で定

前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第五

るものを除く︒︶があったとき︒

める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係

二

三

十三条第一項本文の指定を取り消し︑又は指定の全部若しくは

第七十条の二から第七十二条までの規定は︑第五

一部の効力を停止したとき︒
︵準用︶
第百十五条の十

十三条第一項本文の指定について準用する︒この場合において︑

指定地域密着型介護予防サービス事業者

これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
第七節

第五十四条の二第一項本文の指定は︑厚生労働

︵指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定︶
第百十五条の十一

省令で定めるところにより︑地域密着型介護予防サービス事業を
行う者の申請により︑地域密着型介護予防サービスの種類及び当
該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防
サービス事業を行う事業所︵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予防サービ

２

ス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について︑そ
の効力を有する︒
市町村長は︑前項の申請があった場合において︑次の各号のい
ずれかに該当するときは︑第五十四条の二第一項本文の指定をし
申請者が法人でないとき︒

てはならない︒
一
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

申請者が︑第百十五条の十七︵第二号から第五号までを除く

して五年を経過しない者であるとき︒

︒︶の規定により指定を取り消され︑その取消しの日から起算

申請者が︑第百十五条の十七︵第二号から第五号までを除く

者であるとき︒

︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの

する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ

申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関

あって ︑その所在地の市町村長の同意を得て いないとき︒

当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合で

れるとき︒

型介護予防サービス事業の運営をすることができないと認めら

スの事業の設備及び運営に関する基準に従って 適正な地域密着

な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービ

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

申請者が︑第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指

準を満たして いないとき︒

指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基

は同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する

︑第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しく

二

三

四
五

六

七

︒︶の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五
条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分
をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四の規定

３

八
九

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
年を経過しないものであるとき︒
申請者が︑指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不
正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒

禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を

こ

申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があると
き︒
イ
第五号又は前号に該当する者

受けることがなくなるまでの者
ロ

第百十五条の十七︵第二号から第五号までを除く︒︶の規

第七号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による

算して五年を経過しないもの

六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起

分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前

定により指定を取り消された法人において︑当該取消しの処

ハ

ニ

事業の廃止の届出をした法人︵当該事業の廃止について相当
の理由がある法人を除く︒︶において ︑同号の通知の日前六
十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算し
て五年を経過しないもの
市町村長は︑第一項の申請があった場合において︑次の各号の
いずれかに該当するときは︑第五十四条の二第一項本文の指定を

申請者が︑第百十五条の十七第二号から第五号までの規定に

過しない者であるとき︒

より指定を取り消され︑その取消しの日から起算して五年を経

申請者が︑第百十五条の十七第二号から第五号までの規定に

しないことができる︒
一

二

よる指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ
る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこと
を決定する日までの間に第百十五条の十四の規定による事業の

４

５

三

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を経過しな
いものであるとき︒
申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があると
第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定

前号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事

経過しないもの

その役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を

手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に

を取り消された法人において︑当該取消しの処分に係る行政

き︒
イ

ロ

業の廃止の届出をした法人︵当該事業の廃止について 相当の
理由がある法人を除く︒︶において︑同号の通知の日前六十
日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して
五年を経過しないもの
市町村長は︑第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとする
ときは︑あらかじめ︑当該市町村が行う介護保険の被保険者その
他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければ
ならない︒
市町村長は︑第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たっ
て︑当該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︒

指定地域密着型介護予防サービス事業者は︑次

︵指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準︶
第百十五条の十二

条第二項又は第四項に規定する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及び指
定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基
準に従い︑要支援者の心身の状況等に応じて 適切な指定地域密着
型介護予防サービスを提供するとともに︑自らその提供する指定

２

地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置
を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受け
る者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない
︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者は︑指定地域密着型介
護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険
者証に︑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 ︑当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防
サービスを提供するように努めなければならない︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者は︑当

市町村は︑第一項及び第二項の規定にかかわらず︑厚生労働省

の意見を聴かなければならない︒

に限る︒︶を定めようとするときは︑あらかじめ社会保障審議会

る基準︵指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分

び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関す

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

厚生労働大臣は︑前項に規定する指定地域密着型介護予防サー

準は︑厚生労働大臣が定める︒

定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基

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

前項に規定するもののほか︑指定地域密着型介護予防サービス

に従事する従業者を有しなければならない︒

生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービス

該指定に係る事業所ごとに︑厚生労働省令で定める基準に従い厚

第百十五条の十三

２

３

４

令で定める範囲内で︑これらの規定に定める基準に代えて︑当該
市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業
者に関する基準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及び指定地域密
着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定め

５

６

ることができる︒
市町村は︑前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防
サービスに従事する従業者に関する基準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
する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び
運営に関する基準を定めようとするときは︑あらかじめ︑当該市
町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ
︑及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置
を講じなければならない︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者は︑要支援者の人格を
尊重するとともに︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し

指定地域密着型介護予防サービス事業者は︑当

︑要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵変更の届出等︶
第百十五条の十四

該指定に係る事業所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︑又は当該指定地域密着型介護予防サ
ービスの事業を廃止し︑休止し︑若しくは再開したときは︑厚生
労働省令で定めるところにより︑十日以内に︑その旨を市町村長

市町村長は︑地域密着型介護予防サービス費の

に届け出なければならない︒
︵報告等︶
第百十五条の十五

支給に関して 必要があると認めるときは︑指定地域密着型介護予
防サービス事業者若しくは指定地域密着型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事業所の従業者であった者
︵以下この項において﹁指定地域密着型介護予防サービス事業者
であった者等﹂という︒︶に対し︑報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示を命じ︑指定地域密着型介護予防サービス事業者若
しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介

２

護予防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︑若しくは当該指定地域密着型介
護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り︑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︒
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

市町村長は︑指定地域密着型介護予防サービス

いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す
る︒
︵勧告︑命令等︶
第百十五条の十六

事業者が︑第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行う
に当たって付された条件に従わず︑当該指定に係る事業所の従業
者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の十三第
一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で
定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予
防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず︑又
は同条第二項若しくは第四項に規定する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
準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運
営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービス
の事業の運営をしていないと認めるときは︑当該指定地域密着型
介護予防サービス事業者に対し︑期限を定めて︑第百十五条の十
一第五項の規定により当該指定を行うに当たって 付された条件に
従い︑第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準を遵
守し︑若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し
︑若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービ
スに従事する従業者に関する基準を遵守し︑又は同条第二項若し
くは第四項に規定する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若しくは指定地
域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を

２

３

４

遵守すべきことを勧告することができる︒
市町村長は︑前項の規定による勧告をした場合において︑その
勧告を受けた指定地域密着型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かったときは︑その旨を公表することができ
る︒
市町村長は︑第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型
介護予防サービス事業者が︑正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかったときは︑当該指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者に対し︑期限を定めて︑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︒
市町村長は︑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︒

市町村長は︑次の各号のいずれかに該当する場

︵指定の取消し等︶
第百十五条の十七

合においては︑当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係
る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し︑又は期間を定め

︒

指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑当該指定に係る

に違反したと認められるとき︒

一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件

指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑第百十五条の十

一第三項第三号に該当するに至ったとき︒

指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑第百十五条の十

一第二項第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき

指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑第百十五条の十

てその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる︒
一

二
三

四

事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について ︑第百十
五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の
厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域

五

六
七
八

九

十

密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満た
すことができなくなったとき︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑第百十五条の十
三第二項又は第四項に規定する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又
は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関
する基準に従って 適正な指定地域密着型介護予防サービスの事
業の運営をすることができなくなったとき︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑第百十五条の十
三第六項に規定する義務に違反したと認められるとき︒
地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったと
き︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑第百十五条の十
五第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を
命ぜられてこれに従わず︑又は虚偽の報告をしたとき︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る
事業所の従業者が︑第百十五条の十五第一項の規定により出頭
を求められてこれに応ぜず︑同項の規定による質問に対して答
弁せず︑若しくは虚偽の答弁をし︑又は同項の規定による検査
を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒ただし︑当該指定に係
る事業所の従業者がその行為をした場合において︑その行為を
防止するため︑当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が
相当の注意及び監督を尽くしたときを除く︒
指定地域密着型介護予防サービス事業者が︑不正の手段によ
前各号に掲げる場合のほか︑指定地域密着型介護予防サー

り第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき︒
十一

ビス事業者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に
関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令
前各号に掲げる場合のほか︑指定地域密着型介護予防サー

若しくは処分に違反したとき︒
十二

ビス事業者が︑居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行
指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員等のうちに

為をしたとき︒
十三
︑指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をし
ようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著

市町村長は︑次に掲げる場合には︑遅滞なく︑

しく不当な行為をした者があるとき︒
︵公示︶
第百十五条の十八
その旨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
第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき︒

ばならない︒
一

第百十五条の十四の規定による届出︵同条の厚生労働省令で

前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消

係るものを除く︒︶があったとき︒

定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に

二

三

第七十条の二の規定は︑第五十四条の二第一項

し︑又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき︒
︵準用︶
第百十五条の十九

本文の指定について準用する︒この場合において︑必要な技術的

指定介護予防支援事業者

読替えは︑政令で定める︒
第八節

第五十八条第一項の指定は︑厚生労働省令で定

︵指定介護予防支援事業者の指定︶
第百十五条の二十

めるところにより︑第百十五条の三十九第一項に規定する地域包
括支援センターの設置者の申請により︑介護予防支援事業を行う
事業所︵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

２

被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サー
ビス計画費の支給について︑その効力を有する︒
市町村長は︑前項の申請があった場合において︑次の各号のい
ずれかに該当するときは︑第五十八条第一項の指定をしてはなら
申請者が法人でないとき︒

ない︒
一
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

︒
申請者が︑指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不

︑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

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

間に第百十五条の二十三の規定による事業の廃止の届出をした

ら当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの

処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日か

申請者が︑第百十五条の二十六の規定による指定の取消しの

き︒

れ︑その取消しの日から起算して五年を経過しない者であると

申請者が︑第百十五条の二十六の規定により指定を取り消さ

者であるとき︒

︑その執行を終わり︑又は執行を受けることがなくなるまでの

する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ

申請者が︑この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関

るとき︒

正な介護予防支援事業の運営をすることができないと認められ

準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適

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

申請者が︑第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予

同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき︒

︑第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び

二

三

四

五

六

七

正又は著しく不当な行為をした者であるとき︒

３

八
禁錮以上の刑に処せられ︑その執行を終わり︑又は執行を

こ

申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があると
き︒
イ
第四号又は前号に該当する者

受けることがなくなるまでの者
ロ
第百十五条の二十六の規定により指定を取り消された法人

第六号に規定する期間内に第百十五条の二十三の規定によ

者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった

において ︑当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規

ハ

ニ

る事業の廃止の届出をした法人︵当該事業の廃止について相
当の理由がある法人を除く︒︶において ︑同号の通知の日前
六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算
して五年を経過しないもの
市町村長は︑第五十八条第一項の指定を行おうとするときは︑
あらかじめ︑当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係
者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない
︒
︵指定介護予防支援の事業の基準︶
指定介護予防支援事業者は︑次条第二項に規

指定介護予防支援事業者は︑指定介護予防支援を受けようとす

なければならない︒

護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努め

質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介

支援を提供するとともに︑自らその提供する指定介護予防支援の

準に従い︑要支援者の心身の状況等に応じて 適切な指定介護予防

方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基

定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の

第百十五条の二十一

２

る被保険者から提示された被保険者証に︑認定審査会意見が記載

３

されているときは︑当該認定審査会意見に配慮して︑当該被保険
者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならな
い︒
指定介護予防支援事業者は︑厚生労働省令で定めるところによ
り︑指定介護予防支援の一部を︑厚生労働省令で定める者に委託
することができる︒
指定介護予防支援事業者は︑当該指定に係る

指定介護予防支援事業者は︑要支援者の人格を尊重するととも

障審議会の意見を聴かなければならない︒

する部分に限る︒︶を定めようとするときは︑あらかじめ社会保

支援の事業の運営に関する基準︵指定介護予防支援の取扱いに関

予防の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

厚生労働大臣は︑前項に規定する指定介護予防支援に係る介護

の事業の運営に関する基準は︑厚生労働大臣が定める︒

の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支援

前項に規定するもののほか︑指定介護予防支援に係る介護予防

ればならない︒

定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなけ

事業所ごとに︑厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で

第百十五条の二十二

２

３

４

に︑この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し︑要支援者のた

指定介護予防支援事業者は︑当該指定に係る

め忠実にその職務を遂行しなければならない︒
︵変更の届出等︶
第百十五条の二十三

事業所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︑又は当該指定介護予防支援の事業を廃止し︑休止
し︑若しくは再開したときは︑厚生労働省令で定めるところによ
り︑十日以内に︑その旨を市町村長に届け出なければならない︒

︵報告等︶
市町村長は︑必要があると認めるときは︑指

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

その他の物件を検査させることができる︒

防支援事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り︑その帳簿書類

は当該職員に関係者に対して 質問させ︑若しくは当該指定介護予

くは指定介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め︑又

介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若し

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︑指定

項において﹁指定介護予防支援事業者であった者等﹂という︒︶

者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

定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった

第百十五条の二十四

２

市町村長は︑指定介護予防支援事業者が︑当

いて︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す
る︒
︵勧告︑命令等︶
第百十五条の二十五

該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員に
ついて第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準若
しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず︑又は
同条第二項に規定する指定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若しくは指定介護予防支援の事
業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の
運営をしていないと認めるときは︑当該指定介護予防支援事業者
に対し︑期限を定めて︑同条第一項の厚生労働省令で定める基準
を遵守し︑若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を
有し︑又は同条第二項に規定する指定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若しくは指定介護予
防支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告するこ
とができる︒

２

３

４

市町村長は︑前項の規定による勧告をした場合において︑その
勧告を受けた指定介護予防支援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︒
市町村長は︑第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防支
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
ったときは︑当該指定介護予防支援事業者に対し︑期限を定めて
︑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︒
市町村長は︑前項の規定による命令をした場合においては︑そ

市町村長は︑次の各号のいずれかに該当する

の旨を公示しなければならない︒
︵指定の取消し等︶
第百十五条の二十六

場合においては︑当該指定介護予防支援事業者に係る第五十八条
第一項の指定を取り消し︑又は期間を定めて その指定の全部若し

指定介護予防支援事業者が︑第百十五条の二十二第二項に規

める員数を満たすことができなくなったとき︒

一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定

の知識若しくは技能又は人員について︑第百十五条の二十二第

指定介護予防支援事業者が︑当該指定に係る事業所の従業者

又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき︒

指定介護予防支援事業者が︑第百十五条の二十第二項第四号

くは一部の効力を停止することができる︒
一
二

三

定する指定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又は指定介護予防支援の事業の運営に関す
る基準に従って 適正な指定介護予防支援の事業の運営をするこ
とができなくなったとき︒
指定介護予防支援事業者が︑第百十五条の二十二第四項に規
介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき︒

四
五

指定介護予防支援事業者が︑第百十五条の二十四第一項の規

定する義務に違反したと認められるとき︒
六

七

八
九

十

定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこ
れに従わず︑又は虚偽の報告をしたとき︒
指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者
が︑第百十五条の二十四第一項の規定により出頭を求められて
これに応ぜず︑同項の規定による質問に対して 答弁せず︑若し
くは虚偽の答弁をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ
︑若しくは忌避したとき︒ただし︑当該指定に係る事業所の従
業者がその行為をした場合において︑その行為を防止するため
︑当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くし
たときを除く︒
指定介護予防支援事業者が︑不正の手段により第五十八条第
一項の指定を受けたとき︒
前各号に掲げる場合のほか︑指定介護予防支援事業者が︑こ
の法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で 政令
で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違
反したとき︒
前各号に掲げる場合のほか︑指定介護予防支援事業者が︑居
指定介護予防支援事業者の役員等のうちに︑指定の取消し

宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき︒
十一

又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき
前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為

市町村長は︑次に掲げる場合には︑その旨を

をした者があるとき︒
︵公示︶
第百十五条の二十七
一

第百十五条の二十三の規定による届出︵同条の厚生労働省令

第五十八条第一項の指定をしたとき︒

公示しなければならない︒
二

で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開
に係るものを除く︒︶があったとき︒

三

前条の規定により第五十八条第一項の指定を取り消し︑又は

第七十条の二の規定は︑第五十八条第一項の

指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき︒
︵準用︶
第百十五条の二十八
指定について 準用する︒こ の場合において ︑必要な技術的読替え

介護サービス情報の公表

は︑政令で定める︒
第九節
指定居宅サービス事業者︑指定地域密着型サ

︵介護サービス情報の報告及び公表︶
第百十五条の二十九

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︑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︑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

２

３

４

５

６

７

ならない︒
都道府県知事は︑前項の規定による報告を受けたときは︑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︑調査を行うものとする︒
都道府県知事は︑前項の規定による調査が終了した後︑第一項
の規定による報告の内容及び前項の規定による調査の結果のうち
厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない︒
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︑又は第二項の規定による調
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︒
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︒
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︑介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開
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︑指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施
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︒
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︑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︒
︵指定調査機関の指定︶
都道府県知事は︑その指定する者︵以下﹁指定

都道府県は︑地方自治法第二百二十七条の規定に基づき調査事

する者の申請により︑当該都道府県知事が行う︒

前項の指定は︑都道府県の区域ごとに︑その指定を受けようと

︵以下﹁調査事務﹂という︒︶を行わせることができる︒

調査機関﹂という︒︶に︑前条第二項の調査の実施に関する事務

第百十五条の三十

２
３

務に係る手数料を徴収する場合においては︑第一項の規定により
指定調査機関が行う前条第二項の調査を受けようとする者に︑条
例で定めるところにより︑当該手数料を当該指定調査機関に納め
させ︑その収入とすることができる︒
︵調査員︶
指定調査機関は︑調査事務を行うときは︑厚

調査員は︑調査事務に関する専門的知識及び技術を有するもの

ければならない︒

生労働省令で定める方法に従い︑調査員に調査事務を実施させな

第百十五条の三十一

２

指定調査機関︵その者が法人である場合にあ

として政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければな
らない︒
︵秘密保持義務等︶
第百十五条の三十二

っては︑その役員︒次項において 同じ︒︶若しくはその職員︵調

２

査員を含む︒同項において同じ︒︶又はこれらの職にあった者は
︑調査事務に関して 知り得た秘密を漏らしてはならない︒
指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は︑刑法そ

指定調査機関は︑厚生労働省令で定めるとこ

の他の罰則の適用については︑法令により公務に従事する職員と
みなす︒
︵帳簿の備付け等︶
第百十五条の三十三
ろにより︑調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを
記載した帳簿を備え︑保存しなければならない︒
︵報告等︶
都道府県知事は︑調査事務の公正かつ適確な

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

る︒

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

に対して 質問させ︑若しくは指定調査機関の事務所に立ち 入り︑

対し︑調査事務に関し必要な報告を求め︑又は当該職員に関係者

実施を確保するため必要があると認めるときは︑指定調査機関に

第百十五条の三十四

２

指定調査機関は︑都道府県知事の許可を受け

いて ︑同条第四項の規定は前項の規定による権限について 準用す
る︒
︵業務の休廃止等︶
第百十五条の三十五

なければ︑調査事務の全部又は一部を休止し︑又は廃止してはな
らない︒

都道府県知事は︑その指定する者︵以下﹁指

︵指定情報公表センターの指定︶
第百十五条の三十六

定情報公表センター﹂という︒︶に︑介護サービス情報の報告の

２
３

受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働
省令で定めるもの︵以下﹁情報公表事務﹂という︒︶の全部又は
一部を行わせることができる︒
前項の指定は︑都道府県の区域ごとに︑その指定を受けようと
する者の申請により︑当該都道府県知事が行う︒
第百十五条の三十第三項及び第百十五条の三十二から前条まで
の規定は︑指定情報公表センターについて準用する︒この場合に
おいて︑これらの規定中﹁調査事務﹂とあるのは﹁情報公表事務
﹂と︑﹁指定調査機関﹂とあるのは﹁指定情報公表センター﹂と
︑﹁職員︵調査員を含む︒同項において同じ︒︶﹂とあるのは﹁

この節に定めるもののほか︑指定調査機関及

職員﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政
令で定める︒
︵政令への委任︶
第百十五条の三十七

市町村は︑被保険者が要介護状態等となるこ

地域支援事業等

び指定情報公表センターに関し必要な事項は︑政令で定める︒
第六章
︵地域支援事業︶
第百十五条の三十八

とを予防するとともに︑要介護状態等となった場合においても︑
可能な限り︑地域において自立した日常生活を営むことができる
よう支援するため︑地域支援事業として︑次に掲げる事業を行う

被保険者が要介護状態等となることを予防するため︑その心

ービス事業を除く︒︶

必要な事業︵介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サ

ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため

被保険者︵第一号被保険者に限る︒︶の要介護状態等となる

ものとする︒
一

二

身の状況︑その置かれている環境その他の状況に応じて ︑その

２

３

４
５

三

四

選択に基づき︑前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的
かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
被保険者の心身の状況︑その居宅における生活の実態その他
の必要な実情の把握︑保健医療︑公衆衛生︑社会福祉その他の
関連施策に関する総合的な情報の提供︑関係機関との連絡調整
その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため
の総合的な支援を行う事業
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保
険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証︑その心
身の状況︑介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に
関する定期的な協議その他の取組を通じ︑当該被保険者が地域
において自立した日常生活を営むことができるよう︑包括的か
つ継続的な支援を行う事業
市町村は︑前項各号に掲げる事業のほか︑地域支援事業として
介護給付等に要する費用の適正化のための事業

︑次に掲げる事業を行うことができる︒
一

被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業

その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域にお

支援のため必要な事業

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の

その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

二
三
四

ける自立した日常生活の支援のため必要な事業
地域支援事業は︑当該市町村における介護予防に関する事業の
実施状況︑介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して 政令で
定める額の範囲内で行うものとする︒
市町村は︑地域支援事業の利用者に対し︑厚生労働省令で定め
るところにより︑利用料を請求することができる︒
厚生労働大臣は︑第一項第一号の規定により市町村が行う事業
に関して︑その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表
するものとする︒

６

前各項に規定するもののほか︑地域支援事業の実施に関し必要
な事項は︑政令で定める︒

地域包括支援センターは︑前条第一項第二号

︵地域包括支援センター︶
第百十五条の三十九
から第四号までに掲げる事業︵以下﹁包括的支援事業﹂という︒
︶その他厚生労働省令で定める事業を実施し︑地域住民の心身の
健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより
︑その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを
市町村は︑地域包括支援センターを設置することができる︒

目的とする施設とする︒
２

次条第一項の委託を受けた者は︑包括的支援事業その他第一項

前各項に規定するもののほか︑地域包括支援センターに関し必

えは︑政令で定める︒

用する︒こ の場合において ︑同条の規定に関し必要な技術的読替

第六十九条の十四の規定は︑地域包括支援センターについて準

てはならない︒

は︑正当な理由なしに︑その業務に関して知り得た秘密を漏らし

っては︑その役員︶若しくはその職員又はこれらの職にあった者

地域包括支援センターの設置者︵設置者が法人である場合にあ

ればならない︒

ために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなけ

地域包括支援センターの設置者は︑包括的支援事業を実施する

る︒

町村長に届け出て︑地域包括支援センターを設置することができ

めるところにより︑あらかじめ︑厚生労働省令で定める事項を市

の厚生労働省令で定める事業を実施するため︑厚生労働省令で定

３

４

５

６

７

要な事項は︑政令で定める︒
︵実施の委託︶

市町村は︑老人福祉法第二十条の七の二第一項

市町村は︑第百十五条の三十八第一項第一号及び第二項各号に

る︒

前条第五項の規定は︑第一項の委託を受けた者について準用す

して行わなければならない︒

前項の規定による委託は︑包括的支援事業のすべてにつき一括

る︒

で定める者に対し︑包括的支援事業の実施を委託することができ

に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令

第百十五条の四十

２
３
４
掲げる事業の全部又は一部について︑老人福祉法第二十条の七の
二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該

市町村は︑地域支援事業のほか︑要介護被保

市町村が適当と認める者に対し︑その実施を委託することができ
る︒
︵保健福祉事業︶
第百十五条の四十一

険者を現に介護する者の支援のために必要な事業︑被保険者が要
介護状態等となることを予防するために必要な事業︑指定居宅サ
ービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営そ
の他の保険給付のために必要な事業︑被保険者が利用する介護給
付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要

介護保険事業計画

な事業を行うことができる︒
第七章
︵基本指針︶
︵略︶

介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援

基本指針においては︑次に掲げる事項について定めるものとす

第百十六条
２
る︒
一

事業の実施に関する基本的事項

第六章
︵基本指針︶

介護保険事業計画
︵略︶

介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本

基本指針においては︑次に掲げる事項について定めるものとす

第百十六条
２

る︒
一

的事項

二・三
３・４

︵略︶
︵略︶

︵市町村介護保険事業計画︶

二・三
３・４

︵略︶
︵略︶

市町村は︑基本指針に即して ︑三年ごとに︑五年を一

︵市町村介護保険事業計画︶
第百十七条

期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な

市町村は︑基本指針に即して︑三年を一期とする当該

市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する

実施に関する計画︵以下﹁市町村介護保険事業計画﹂という︒︶

市町村介護保険事業計画においては︑次に掲げる事項を定める

計画︵以下﹁市町村介護保険事業計画﹂という︒︶を定めるもの
２

を定めるものとする︒

市町村介護保険事業計画においては︑次に掲げる事項を定める

とする︒

第百十七条

２

前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保の

込み

各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見

ものとする︒
一

二

ための方策

指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う

者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サ

三

は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関す

︵略︶

ービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

に限る︒︶の円滑な提供を図るための事業に関する事項
指定介護予防サービスの事業︑指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携
の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス︵予防給
付に係るものに限る︒︶の円滑な提供及び地域支援事業の円滑
な実施を図るための事業に関する事項
︵略︶

四

る事業その他の介護給付等対象サービス︵介護給付に係るもの

指定居宅サービスの事業︑指定地域密着型サービスの事業又

援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策

各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支

の量の見込み並びにその見込量の確保のための方策

必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごと

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に係る

度の認知症対応型共同生活介護︑地域密着型特定施設入居者生

件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年

等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条

︑地理的条件︑人口︑交通事情その他の社会的条件︑介護給付

当該市町村が︑その住民が日常生活を営んでいる地域として

ものとする︒
一

二
三

四

五

３
市町村介護保険事業計画は︑老人福祉法第二十条の八第一項に

︵略︶

３

市町村介護保険事業計画は︑老人福祉法第二十条の八に規定す

︵略︶

る市町村老人福祉計画︑老人保健法︵昭和五十七年法律第八十号

４

町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって 要介護

︶第四十六条の十八に規定する市町村老人保健計画その他の法律

市町村介護保険事業計画は︑社会福祉法第百七条に規定する市

画と一体のものとして作成されなければならない︒

第八十号︶第四十六条の十八第一項に規定する市町村老人保健計

規定する市町村老人福祉計画及び老人保健法︵昭和五十七年法律

４

５
者等の保健︑医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保

︒
５〜７

︵都道府県介護保険事業支援計画︶

︵略︶

する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない

の規定による計画であって要介護者等の保健︑医療又は福祉に関

︵略︶

たれたものでなければならない︒

６〜８
︵都道府県介護保険事業支援計画︶

都道府県は︑基本指針に即して︑三年ごとに︑五年を

一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関

第百十八条

護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画︵以

する計画︵以下﹁都道府県介護保険事業支援計画﹂という︒︶を

都道府県は︑基本指針に即して︑三年を一期とする介

下﹁都道府県介護保険事業支援計画﹂という︒︶を定めるものと

都道府県介護保険事業支援計画においては︑次に掲げる事項を

介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数︵指定介護療養型

２

定めるものとする︒

都道府県介護保険事業支援計画においては︑次に掲げる事項を

する︒

第百十八条

２

定めるものとする︒

介護専用型特定施設入居者生活介護︑地域密着型特定施設入居

医療施設にあっては︑当該指定介護療養型医療施設の療養病床

当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の

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に

等に係る必要入所定員総数︶その他の介護給付等対象サービス

一

係る必要利用定員総数︑介護保険施設の種類ごとの必要入所定

めの施設の整備に関する事項

介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するた

の量の見込み

養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数︶その他の
介護給付等対象サービスの量の見込み
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するた

二

員総数︵指定介護療養型医療施設にあっては︑当該指定介護療

当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の

定めるものとする︒
一

二

めの施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事
項

３

４

５

四

三
介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支

介護サービス情報の公表に関する事項

︵略︶

援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関す
る事項
五・六
都道府県介護保険事業支援計画は︑老人福祉法第二十条の九第
一項に規定する都道府県老人福祉計画及び老人保健法第四十六条
の十九第一項に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとし
て作成されなければならない︒

三

介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する

︵略︶

者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
四・五

規定する都道府県老人福祉計画︑老人保健法第四十六条の十九に

都道府県介護保険事業支援計画は︑老人福祉法第二十条の九に

に規定する医療計画︑社会福祉法第百八条に規定する都道府県地

規定する都道府県老人保健計画︑医療法第三十条の三に規定する

３

域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって要介護者

医療計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保

都道府県介護保険事業支援計画は︑医療法第三十条の三第一項

等の保健︑医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保た

健︑医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたも
のでなければならない︒
︵略︶

国は︑市町村又は都道府県が︑市町村介護保険事業計

︵国の援助︶
第百二十条

４

れたものでなければならない︒
︵略︶
︵国の援助︶
国は︑市町村又は都道府県が︑市町村介護保険事業計

画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施し

第百二十条

画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施し

ようとするときは︑当該事業が円滑に実施されるように必要な助

︵略︶

費用の負担

費用等

ようとするときは︑当該事業が円滑に実施されるように必要な情

第百二十二条

︵調整交付金︶

第一節

第七章

言︑指導その他の援助の実施に努めるものとする︒

費用の負担

費用等

報の提供︑助言その他の援助の実施に努めるものとする︒
第八章
第一節

国は︑政令で定めるところにより︑市町村に対

︵略︶

︵調整交付金等︶
第百二十二条

第百二十二条の二

し︑地域支援事業︵第百十五条の三十八第一項第一号に掲げる事

２

業に限る︒以下﹁介護予防事業﹂という︒︶に要する費用の額の
百分の二十五に相当する額を交付する︒
国は︑政令で定めるところにより︑市町村に対し︑地域支援事
業︵介護予防事業を除く︒︶に要する費用の額に︑第百二十五条
第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて
得た額︵以下﹁包括的支援事業等支援額﹂という︒︶の百分の五
十に相当する額を交付する︒
︵都道府県の負担等︶
︵略︶

︵略︶

第百二十三条
２

都道府県は︑政令で定めるところにより︑市町村に対し︑介護

都道府県は︑政令で定めるところにより︑市町村に対し︑包括

する︒

予防事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付

３

４

的支援事業等支援額の百分の二十五に相当する額を交付する︒
︵市町村の一般会計における負担︶
︵略︶

︵略︶

第百二十四条
２

市町村は︑政令で 定めるところにより︑その一般会計において

市町村は︑政令で定めるところにより︑その一般会計において

を負担する︒

︑介護予防事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額

３

４

︑包括的支援事業等支援額の百分の二十五に相当する額を負担す
る︒

市町村の介護保険に関する特別会計において負担す

︵地域支援事業支援交付金︶
第百二十六条

る費用のうち︑介護予防事業に要する費用の額に前条第一項の第

︵略︶

︵都道府県の負担︶
︵略︶

第百二十三条
２

削除

︵略︶

︵市町村の一般会計における負担︶
︵略︶

第百二十四条
２

第百二十六条

２

二号被保険者負担率を乗じて得た額︵以下この章において﹁介護
予防事業医療保険納付対象額﹂という︒︶については︑政令で 定
めるところにより︑支払基金が市町村に対して交付する地域支援
事業支援交付金をもって充てる︒
前項の地域支援事業支援交付金は︑第百五十条第一項の規定に
より支払基金が徴収する納付金をもって充てる︒
︵国の補助︶
国は︑第百二十一条︑第百二十二条及び第百二十二

︵国の補助︶
第百二十七条

国は︑第百二十一条及び第百二十二条に規定するも

ののほか︑予算の範囲内において︑介護保険事業に要する費用の

第百二十七条
条の二に規定するもののほか︑予算の範囲内において︑介護保険

一部を補助することができる︒

︵略︶

事業に要する費用の一部を補助することができる︒

第百二十九条

︵保険料︶
︵略︶

︵保険料︶
第百二十九条

︵略︶

等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する

２

等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する

費用の予想額︑財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想

︵略︶

費用の予想額︑財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想

額︑第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入

２

額︑第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入

金の償還に要する費用の予定額及び保健福祉事業に要する費用の

前項の保険料率は︑市町村介護保険事業計画に定める介護給付

金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉

予定額︑第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに

３

事業に要する費用の予定額︑第一号被保険者の所得の分布状況及

国庫負担等の額等に照らし︑おおむね三年を通じ財政の均衡を保

前項の保険料率は︑市町村介護保険事業計画に定める介護給付

びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし︑おおむね三年を

つことができるものでなければならない︒

︵保険料の徴収の方法︶

︵略︶

通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない︒
︵略︶

４

３

４

︵保険料の徴収の方法︶

第百二十九条の保険料の徴収については︑第百三十

五条の規定により特別徴収︵国民年金法︵昭和三十四年法律第百

第百三十一条

五条の規定により特別徴収︵国民年金法︵昭和三十四年法律第百

四十一号︶による老齢基礎年金その他の同法︑厚生年金保険法︵

第百二十九条の保険料の徴収については︑第百三十

四十一号︶による老齢基礎年金その他の同法︑厚生年金保険法︵

昭和二十九年法律第百十五号︶︑国家公務員共済組合法︑地方公

第百三十一条

昭和二十九年法律第百十五号︶︑国家公務員共済組合法︑地方公

︵年金保険者の市町村に対する通知︶

下同じ︒︶の方法によらなければならない︒

納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう︒以

︒以下同じ︒︶に対し︑地方自治法第二百三十一条の規定により

出をして いないが︑事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む

る世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者︵婚姻の届

険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属す

同じ︒︶の方法による場合を除くほか︑普通徴収︵市町村が︑保

せ︑かつ︑その徴収すべき保険料を納入させることをいう︒以下

支払をする者︵以下﹁年金保険者﹂という︒︶に保険料を徴収さ

あって政令で定めるもの︵以下﹁老齢等年金給付﹂という︒︶の

齢若しくは退職︑障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付で

て政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老

しくは退職︑障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であっ

務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢若

︵年金保険者の市町村に対する通知︶

ない︒

を徴収することをいう︒以下同じ︒︶の方法によらなければなら

二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料

同様の事情にある者を含む︒以下同じ︒︶に対し︑地方自治法第

保険者の配偶者︵婚姻の届出をしていないが︑事実上婚姻関係と

当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被

︑普通徴収︵市町村が︑保険料を課せられた第一号被保険者又は

入させることをいう︒以下同じ︒︶の方法による場合を除くほか

いう︒︶に保険料を徴収させ︑かつ︑その徴収すべき保険料を納

職年金給付﹂という︒︶の支払をする者︵以下﹁年金保険者﹂と

由とする年金たる給付であって 政令で定めるもの︵以下﹁老齢退

及びその他これらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事

は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの

務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢又

金給付の支払を受けて いる者であって六十五歳以上のもの︵次に

に︑当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年

に掲げるものを除く︒︶の氏名︑住所その他厚生労働省令で定め

年金給付の支払を受けて いる者であって六十五歳以上のもの︵次

に︑当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢退職

年金保険者は︑毎年厚生労働省令で定める期日まで

掲げるものを除く︒︶の氏名︑住所その他厚生労働省令で定める

る事項を︑その者が同日現在において住所を有する市町村︵第十

第百三十四条

事項を︑その者が同日現在において住所を有する市町村︵第十三

三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介

年金保険者は︑毎年厚生労働省令で定める期日まで

条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護

護保険の第一号被保険者であるときは︑当該他の市町村とする︒

第百三十四条

保険の第一号被保険者であるときは︑当該他の市町村とする︒︶

︶に通知しなければならない︒

当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を

受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が︑当該年の四月

一

受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が︑当該年の四月一

一日の現況において政令で定める額未満である者

当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるとこ

ろにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める

二

により担保に供して いることその他の厚生労働省令で定める特

特別の事情を有する者

当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところ

日の現況において 政令で定める額未満である者

当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を

に通知しなければならない︒
一

二

別の事情を有する者

２〜４

︵略︶

︵保険料の特別徴収︶

２〜４

︵略︶

︵保険料の特別徴収︶
︵略︶

︵略︶

第百三十五条
２

︵略︶

︵略︶

第百三十五条
２

市町村は︑同一の特別徴収対象被保険者について 前条第一項の

規定による通知に係る老齢退職年金給付︵以下﹁特別徴収対象年

３

規定による通知に係る老齢等年金給付︵以下﹁特別徴収対象年金

金給付﹂という︒︶が二以上ある場合においては︑これらの特別

市町村は︑同一の特別徴収対象被保険者について前条第一項の
給付﹂という︒︶が二以上ある場合においては︑政令で定めると

徴収対象年金給付に老齢基礎年金が含まれるときは当該老齢基礎

３

ころにより一の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させ

年金について︑老齢基礎年金が含まれないときは政令で定めると

︵仮徴収︶

るものとする︒

ころにより一の特別徴収対象年金給付について 保険料を徴収させ

るものとする︒

︵仮徴収︶

属する年の五月三十一日までの間において当該支払回数割保険料

れて いた第一号被保険者について ︑当該年度の初日からその日の

の際第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額を徴収さ

年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払

額の徴収に係る老齢退職年金給付が支払われるときは︑その支払

属する年の五月三十一日までの間において当該支払回数割保険料

れて いた第一号被保険者について ︑当該年度の初日からその日の

の際第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額を徴収さ

年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払

市町村は︑前年度の初日の属する年の十月一日から翌

額の徴収に係る老齢等年金給付が支払われるときは︑その支払に

に係る保険料額として︑当該支払回数割保険料額に相当する額を

第百四十条

係る保険料額として︑当該支払回数割保険料額に相当する額を︑

︑厚生労働省令で定めるところにより︑特別徴収の方法によって

市町村は︑前年度の初日の属する年の十月一日から翌

厚生労働省令で定めるところにより︑特別徴収の方法によって徴

徴収するものとする︒

払に係る保険料額として︑当該第一号被保険者に係る同項に規定

項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは︑それぞれの支

の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において同

定する支払回数割保険料額に相当する額︵当該額によることが適

支払に係る保険料額として︑当該第一号被保険者に係る同項に規

項に規定する老齢退職年金給付が支払われるときは︑それぞれの

の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において同

市町村は︑前項に規定する第一号被保険者について︑当該年度

する支払回数割保険料額に相当する額︵当該額によることが適当

当でないと認められる特別な事情がある場合においては︑当該額

２

でないと認められる特別な事情がある場合においては︑所得の状

の範囲内において市町村が定める額とする︒︶を︑厚生労働省令

市町村は︑前項に規定する第一号被保険者について︑当該年度

収するものとする︒

第百四十条

２

況その他の事情を勘案して 市町村が定める額とする︒︶を︑厚生

るものとする︒

労働省令で定めるところにより︑特別徴収の方法によって徴収す
する︒

で定めるところにより︑特別徴収の方法によって徴収するものと

る第百三十六条の規定による通知があったものとみなし︑第二項

︵略︶

る第百三十六条の規定による通知があったものとみなし︑第二項

の規定による特別徴収については︑前項において準用する同条の

３

の規定による特別徴収については︑前項において 準用する同条の

規定による通知が期日までに行われないときは︑第一項に規定す

︵略︶

規定による通知が期日までに行われないときは︑第一項に規定す

る老齢退職年金給付のそれぞれの支払に係る保険料額として ︑第

３

る老齢等年金給付のそれぞれの支払に係る保険料額として︑第二

二項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方

第一項の規定による特別徴収については︑前項において 準用す

項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法

法によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみ

４

によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみな

なす︒

第一項の規定による特別徴収については︑前項において準用す

す︒

︵介護保険施設に入所中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者

４

︵住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例に係る

︵略︶

︵略︶

前項において次の各号に掲げる用語の意義は︑当該各号に定め

護保険事業計画の初年度以降三箇年間をいう︒以下この項にお

２

第百四十七条

︵財政安定化基金︶

第百四十一条

への通知︶

︵略︶

特別徴収義務者への通知︶
第百四十一条
︵財政安定化基金︶
︵略︶

前項において次の各号に掲げる用語の意義は︑当該各号に定め

第百四十七条
２

るところによる︒

村介護保険事業計画の計画期間︵以下﹁計画期間﹂という︒︶

いて同じ︒︶中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち

市町村において事業運営期間︵市町村介

中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち︑介護給付及

︑介護給付及び予防給付に要する費用の額︑財政安定化基金拠

予定保険料収納額

び予防給付に要する費用の額︑地域支援事業に要する費用の額

出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都

一

︑財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第

道府県からの借入金︵以下この項及び次条において﹁基金事業

市町村において当該市町村が定める市町

二号の規定による都道府県からの借入金︵以下この項及び次条

市町村において 前号の事業運営期間中に

収納した保険料の額の合計額のうち︑介護給付及び予防給付に

実績保険料収納額

借入金﹂という︒︶の償還に要する費用の額に充てるものとし
二

において﹁基金事業借入金﹂という︒︶の償還に要する費用の
市町村において計画期間中に収納した保

て政令で定めるところにより算定した額

実績保険料収納額

額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

予定保険料収納額

るところによる︒
一

二

険料の額の合計額のうち︑介護給付及び予防給付に要した費用

三

四

五

費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定し

の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した

の額︑地域支援事業に要した費用の額︑財政安定化基金拠出金

として政令で定めるところにより算定した額

額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるもの

要した費用の額︑財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の

た額

おいて第一号の事業運営期間中に収入した金額︵第五号の基金

市町村の介護保険に関する特別会計に

おいて 計画期間中に収入した金額︵第五号の基金事業交付額及

事業交付額及び基金事業借入金の額を除く︒︶の合計額のうち

基金事業対象収入額

び基金事業借入金の額を除く︒︶の合計額のうち︑介護給付及

︑介護給付及び予防給付に要した費用の額︑財政安定化基金拠

三

び予防給付に要した費用の額︑地域支援事業に要した費用の額

出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要

市町村の介護保険に関する特別会計に

︑財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事

した費用の額に充てるものとして 政令で定めるところにより算

基金事業対象収入額

業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定

市町村において第一号の事業運営期間

定した額
基金事業対象費用額

めるところにより算定した額
四

中に介護給付及び予防給付に要した費用の額︑財政安定化基金

市町村において計画期間中に介護給付

及び予防給付に要した費用の額︑地域支援事業に要した費用の

拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に

基金事業対象費用額

額︑財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金

要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定

市町村が第一号の事業運営期間中に前項第

事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定め

基金事業交付額

一号の規定により交付を受けた額
︵略︶
︵市町村相互財政安定化事業︶

３〜８

五

した額

市町村が計画期間中に前項第一号の規定に

るところにより算定した額
基金事業交付額
︵略︶

より交付を受けた額
３〜８
︵市町村相互財政安定化事業︶

又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に

六項︑第四十五条第六項︑第五十五条第三項︑第五十六条第六項

付及び予防給付に要する費用︵第四十三条第三項︑第四十四条第

の介護保険に関する特別会計において 負担する費用のうち 介護給

係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については︑当該条

又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めて いる市町村に

六項︑第四十五条第六項︑第五十五条第三項︑第五十六条第六項

付及び予防給付に要する費用︵第四十三条第三項︑第四十四条第

の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給

市町村は︑介護保険の財政の安定化を図るため︑そ

係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については︑当該条

例による措置が講ぜられないものとして政令で定めるところによ

第百四十八条

例による措置が講じられないものとして政令で定めるところによ

り算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする︒次項

市町村は︑介護保険の財政の安定化を図るため︑そ

り算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする︒次項

において 同じ︒︶︑財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並

第百四十八条

において 同じ︒︶︑地域支援事業に要する費用︑財政安定化基金

２

業﹂という︒︶を行うことができる︒

る事業︵以下こ の条及び次条において﹁市町村相互財政安定化事

共同して ︑調整保険料率に基づき︑市町村相互間において調整す

費用の財源について︑政令で定めるところにより︑他の市町村と

拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する

できる︒

において﹁市町村相互財政安定化事業﹂という︒︶を行うことが

づき︑市町村相互間において調整する事業︵以下この条及び次条

定めるところにより︑他の市町村と共同して︑調整保険料率に基

びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について︑政令で

都道府県︑市町村の一般会計及び支払基金が負担し︑又は交付す

第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により︑国︑

百二十一条第一項︑第百二十二条第一項︑第百二十三条第一項︑

費用の額︵当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第

施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する

同じ︒︶において 収納される保険料の額の合計額が︑当該事業実

る三年を一期とする期間をいう︒以下この項及び第四項において

化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定め

らば︑当該特定市町村につき事業実施期間︵市町村相互財政安定

険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたな

︶のそれぞれが︑それぞれの第一号被保険者に対し︑当該調整保

村︵以下この条及び次条第二項において﹁特定市町村﹂という︒

る額を除く︒︶︑財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

都道府県︑市町村の一般会計及び支払基金が負担し︑又は交付す

第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により︑国︑

百二十一条第一項︑第百二十二条第一項︑第百二十三条第一項︑

費用の額︵当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第

施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する

同じ︒︶において収納される保険料の額の合計額が︑当該事業実

る三年を一期とする期間をいう︒以下こ の項及び第四項において

化事業を実施する期間として 特定市町村が次項の規約により定め

らば︑当該特定市町村につき事業実施期間︵市町村相互財政安定

険料率により算定した保険料額によって 保険料を課するとしたな

︶のそれぞれが︑それぞれの第一号被保険者に対し︑当該調整保

村︵以下こ の条及び次条第二項において﹁特定市町村﹂という︒

前項の調整保険料率は︑市町村相互財政安定化事業を行う市町

る額を除く︒︶︑地域支援事業に要する費用の額︵当該地域支援

並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を

２

事業に要する費用の額につき第百二十二条の二︑第百二十三条第

保つことができるものであって︑当該特定市町村が政令で定める

前項の調整保険料率は︑市町村相互財政安定化事業を行う市町

三項及び第四項︑第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十

︵略︶

基準に従い定めるものとする︒
３〜８

都道府県は︑特定市町村の求めに応じ︑当該市町村相互財政安

第百四十九条
２

︵略︶

六条第一項の規定により︑国︑都道府県︑市町村の一般会計及び
支払基金が負担し︑又は交付する額を除く︒︶︑財政安定化基金
拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要
する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって︑
︵略︶

当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする︒
３〜８

︵略︶
都道府県は︑特定市町村の求めに応じ︑当該市町村相互財政安

第百四十九条
２

︵納付金の徴収及び納付義務︶

又は情報の提供をすることができる︒

定化事業に係る調整保険料率について の基準を示す等必要な助言

︵納付金の徴収及び納付義務︶

又は指導をすることができる︒

定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言

支払基金は︑第百六十条第一項に規定する業務に要す

る費用に充てるため︑年度︵毎年四月一日から翌年三月三十一日

第百五十条

る費用に充てるため︑年度︵毎年四月一日から翌年三月三十一日

までをいう︒以下この節及び次章において同じ︒︶ごとに︑医療

支払基金は︑第百六十条第一項に規定する業務に要す

までをいう︒以下この節及び次章において同じ︒︶ごとに︑医療

保険者から︑介護給付費納付金︵以下﹁納付金﹂という︒︶を徴

︵介護給付費納付金の額︶

︵略︶

保険者から︑介護給付費・地域支援事業支援納付金︵以下﹁納付
２

収する︒

︵略︶

金﹂という︒︶を徴収する︒

第百五十条

２
︵納付金の額︶

は︑当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額

年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるとき

納付金の額は︑当該年度の概算納付金の額とする︒ただし︑前々

納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との

護給付費納付金の額を超えるときは︑当該年度の概算介護給付費

だし︑前々年度の概算介護給付費納付金の額が前々年度の確定介

納付金の額は︑当該年度の概算介護給付費納付金の額とする︒た

前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する

に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし︑前

合計額を控除して得た額とするものとし︑前々年度の概算介護給

第百五十一条

々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない

付費納付金の額が前々年度の確定介護給付費納付金の額に満たな

前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する

ときは︑当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満た

いときは︑当該年度の概算介護給付費納付金の額にその満たない

額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
とする︒

前項ただし書の調整金額は︑前々年度におけるすべての医療保

険者に係る概算介護給付費納付金の額と確定介護給付費納付金の

２

険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき

額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労

前項ただし書の調整金額は︑前々年度におけるすべての医療保

ない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする︒

第百五十一条

２

生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところ

働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額と

第百五十二条

前条第一項の概算介護給付費納付金の額は︑当該年

︵概算介護給付費納付金︶

する︒

により各医療保険者ごとに算定される額とする︒

前条第一項の概算納付金の額は︑当該年度における

︵概算納付金︶
第百五十二条

︵確定納付金︶

号被保険者の見込数を乗じて得た額とする︒

ころにより算定した当該年度における当該医療保険者に係る第二

険者の見込数の総数で 除して 得た額に︑厚生労働省令で定めると

算定した当該年度におけるすべての医療保険者に係る第二号被保

納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより

すべての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険

︵確定介護給付費納付金︶

て得た額とする︒

度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じ

て得た額に︑厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年

すべての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で 除し

を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における

度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額

前々年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額及び介護

額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度

金の額は︑前々年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象

第百五十一条第一項ただし書の確定介護給付費納付

予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるとこ

におけるすべての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除し

第百五十三条

ろにより算定した前々年度におけるすべての医療保険者に係る第

て得た額に︑厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年

第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は︑

二号被保険者の総数で 除して 得た額に︑厚生労働省令で定めると

度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得

第百五十三条

ころにより算定した前々年度における当該医療保険者に係る第二

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

支払基金は︑社会保険診療報酬支払基金法第十五条に

︵支払基金の業務︶

第八章

た額とする︒

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

号被保険者の数を乗じて得た額とする︒
第九章
︵支払基金の業務︶

第百六十条

規定する業務のほか︑第一条に規定する目的を達成するため︑次

支払基金は︑社会保険診療報酬支払基金法第十五条に

規定する業務のほか︑第一条に規定する目的を達成するため︑次

︵略︶

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと︒
︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵利益及び損失の処理︶

三

一・二

に掲げる業務を行う︒

︵略︶

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと︒

を交付すること︒

市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金

一・二
三
四
︵略︶

２

第百六十七条

２

に掲げる業務を行う︒

第百六十条

２

︵略︶

︵利益及び損失の処理︶
︵略︶

第百六十七条
２

３

よる積立金を第百六十条第一項第二号に掲げる業務に要する費用

支払基金は︑予算をもって定める金額に限り︑第一項の規定に

よる積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に

に充てることができる︒

３

要する費用に充てることができる︒
︵政府保証︶

支払基金は︑予算をもって定める金額に限り︑第一項の規定に

︵政府保証︶
る法律︵昭和二十一年法律第二十四号︶第三条の規定にかかわら

ず︑国会の議決を経た金額の範囲内で︑支払基金による第百二十

る法律︵昭和二十一年法律第二十四号︶第三条の規定にかかわら

政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関す

ず︑国会の議決を経た金額の範囲内で︑支払基金による第百二十

五条第一項の介護給付費交付金の円滑な交付のために必要がある

第百六十九条

五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支

と認めるときは︑前条の規定による支払基金の長期借入金︑短期

政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関す

援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるとき

借入金又は債券に係る債務について ︑必要と認められる期間の範

第百六十九条

は︑前条の規定による支払基金の長期借入金︑短期借入金又は債

市町村は︑要介護被保険者を現に介護する者等︵以

保健福祉事業

囲において ︑保証することができる︒

一

国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

連合会は︑国民健康保険法の規定による業務のほか

おいて準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第七項︑第五十一

第四十一条第十項︵第四十六条第七項︵第五十八条第四項に

︑次に掲げる業務を行う︒

第百七十六条

︵連合会の業務︶

第十章

事業を行うことができる︒

対象サービス等のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な

の保険給付のために必要な事業︑被保険者が利用する介護給付等

ス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他

護状態となることを予防するために必要な事業︑指定居宅サービ

導その他の介護者等の支援のために必要な事業︑被保険者が要介

下こ の条において﹁介護者等﹂という︒︶に対する介護方法の指

第百七十五条

第九章

券に係る債務について︑必要と認められる期間の範囲において︑

国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

削除

保証することができる︒

第百七十五条

第十章

連合会は︑国民健康保険法の規定による業務のほか

︵連合会の業務︶
第百七十六条

第四十一条第十項︵第四十二条の二第九項︑第四十六条第七

︑次に掲げる業務を行う︒
一

項︑第四十八条第七項︑第五十一条の二第八項︑第五十三条第

２

二

者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払

型介護予防サービス費︑介護予防サービス計画費及び特定入所

︑特定入所者介護サービス費︑介護予防サービス費︑地域密着

護サービス費︑居宅介護サービス計画費︑施設介護サービス費

町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費︑地域密着型介

条の二第八項において準用する場合を含む︒︶の規定により市

七項︑第五十四条の二第九項︑第五十八条第七項及び第六十一

払

画費及び特定入所者支援サービス費の請求に関する審査及び支

者介護サービス費︑居宅支援サービス費︑居宅支援サービス計

費︑居宅介護サービス計画費︑施設介護サービス費︑特定入所

︶の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス

含む︒︶及び第五十三条第四項において準用する場合を含む︒

条の二第八項︵第六十一条の二第四項において準用する場合を

指定居宅サービス︑指定居宅介護支援及び指定施設サービス

等の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者︑指

二

支援︑指定施設サービス等︑指定介護予防サービス︑指定地域

定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に対する必要な指導及

指定居宅サービス︑指定地域密着型サービス︑指定居宅介護
密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関

連合会は︑前項各号に掲げる業務のほか︑介護保険事業の円滑

び助言

２

する調査並びに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︑介護保険施設︑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に対する必要な指導及び助言
連合会は︑前項各号に掲げる業務のほか︑介護保険事業の円滑

一

指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保

︵略︶

な運営に資するため︑次に掲げる業務を行うことができる︒

︵略︶

二

な運営に資するため︑次に掲げる業務を行うことができる︒
一

指定居宅サービス︑指定地域密着型サービス︑指定居宅介護

険施設の運営

二

支援︑指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業並びに介護保険施設の運営
三

︵略︶

三

︵給付費審査委員会︶

︵略︶

︵給付費審査委員会︶

三条第七項︑第五十四条の二第九項︑第五十八条第七項及び第六

六条第七項︑第四十八条第七項︑第五十一条の二第八項︑第五十

合を含む︒︶及び第五十三条第四項において準用する場合を含む

五十一条の二第八項︵第六十一条の二第四項において準用する場

第四項において 準用する場合を含む ︒︶︑第四十八条第七項︑第

第四十一条第十項︵第四十六条第七項︵第五十八条

十一条の二第八項において準用する場合を含む︒︶の規定による

︒︶の規定による委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うた

第百七十九条

委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため︑連合会に︑介

め︑連合会に︑介護給付費審査委員会︵以下﹁給付費審査委員会

第四十一条第十項︵第四十二条の二第九項︑第四十

護給付費審査委員会︵以下﹁給付費審査委員会﹂という︒︶を置

﹂という︒︶を置く︒

第百七十九条

く︒

︵給付費審査委員会の組織︶

︵給付費審査委員会の組織︶

給付費審査委員会は︑規約で定めるそれぞれ同数の介

護給付等対象サービス担当者︵指定居宅サービス︑指定居宅介護

第百八十条

護給付等対象サービス担当者︵指定居宅サービス︑指定地域密着

支援又は指定施設サービス等を担当する者をいう︒第三項及び次

給付費審査委員会は︑規約で定めるそれぞれ同数の介

型サービス︑指定居宅介護支援︑指定施設サービス等︑指定介護

条第一項において同じ︒︶を代表する委員︑市町村を代表する委

第百八十条

予防サービス︑指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予

員及び公益を代表する委員をもって組織する︒

︵略︶
︵給付費審査委員会の権限︶

２・３

防支援を担当する者をいう︒第三項及び次条第一項において同じ
︒︶を代表する委員︑市町村を代表する委員及び公益を代表する
︵略︶

委員をもって組織する︒
２・３
︵給付費審査委員会の権限︶

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

くは帳簿書類の提出若しくは提示を求め︑又は当該指定居宅サー

護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して ︑報告若し

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

うため必要があると認めるときは︑都道府県知事の承認を得て︑

の長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定居宅介護

事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはそ

示を求め︑又は当該指定居宅サービス事業者︑指定居宅介護支援

介護保険施設に対して︑報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提

当該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

うため必要があると認めるときは︑都道府県知事の承認を得て︑

給付費審査委員会は︑介護給付費請求書の審査を行

業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその

支援の事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付

第百八十一条

長若しくは当該指定居宅サービスの事業︑指定居宅介護支援の事

等対象サービス担当者に対して︑出頭若しくは説明を求めること

給付費審査委員会は︑介護給付費請求書の審査を行

業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介

ができる︒

頭若しくは説明を求めることができる︒

︑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

対し︑旅費︑日当及び宿泊料を支給しなければならない︒ただし

護保険施設が提出した介護給付費請求書又は帳簿書類の記載が不

︑当該指定居宅サービス事業者︑指定居宅介護支援事業者又は介

対し︑旅費︑日当及び宿泊料を支給しなければならない︒ただし

連合会は︑前項の規定により給付費審査委員会に出頭した者に

介護予防サービス事業者又は介護保険施設が提出した介護給付費

備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては

連合会は︑前項の規定により給付費審査委員会に出頭した者に

請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求

︑この限りでない︒
前二項の規定は︑指定地域密着型サービス事業者︑指定地域密

められて出頭した者に対しては︑この限りでない︒

２

護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して︑出

第百八十一条

２

３

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
指定地域密着型介護サービスの事業︑指定地域密着型介護予防サ
ービスの事業及び指定介護予防支援の事業について準用する︒こ
の場合において︑第一項中﹁都道府県知事﹂とあるのは︑﹁市町
村長﹂と読み替えるものとする︒
︵報告の徴収等︶

厚生労働大臣又は都道府県知事は︑市町村に対し︑

︵報告の徴収等︶
第百九十七条

必要があると認めるときは︑その事業の実施の状況に関する報告

厚生労働大臣又は都道府県知事は︑市町村に対し︑

保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めると

厚生労働大臣は︑都道府県知事に対し︑当該都道府県知事が第

を求めることができる︒

︒
２

五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは︑報

厚生労働大臣は︑都道府県知事又は市町村長に対し︑当該都道

きは︑その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる

第百九十七条

２

府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要

︵略︶

︵資料の提供等︶

３・４

告を求め︑又は助言若しくは勧告をすることができる︒

市町村長は︑政令で定めるところにより︑その

があると認めるときは︑報告を求め︑又は助言若しくは勧告をす
︵略︶

ることができる︒
３・４
第百九十七条の二

事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない︒
︵資料の提供等︶

産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支

号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資

認めるときは︑被保険者︑第一号被保険者の配偶者若しくは第一

支給状況につき︑郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対

産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢退職年金給付の

号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資

認めるときは︑被保険者︑第一号被保険者の配偶者若しくは第一

市町村は︑保険給付及び保険料に関して必要があると

給状況につき︑郵便局その他の官公署若しくは年金保険者に対し

し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め︑又は銀行︑信託

第二百三条

必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め︑又は銀行︑信託会

会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報

市町村は︑保険給付及び保険料に関して必要があると

社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告

告を求めることができる︒

第二百三条

を求めることができる︒

︵緊急時における厚生労働大臣の事務執行︶

︵緊急時における厚生労働大臣の事務執行︶

に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必

村長の権限に属するものとされている事務は︑介護老人保健施設

は︑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

道府県知事等﹂という︒︶の権限に属するものとされている事務

を設置する市の市長又は特別区の区長︵以下この条において﹁都

第百条第一項の規定により都道府県知事︑保健所

要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては︑厚生労働大臣

確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあ

第二百三条の二

又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする︒この場合

っては︑厚生労働大臣又は都道府県知事等が行うものとする︒こ

第百条第一項の規定により都道府県知事又は市町

において︑この法律の規定中都道府県知事に関する規定︵当該事

の場合において ︑こ の法律の規定中都道府県知事に関する規定︵

事務を行うときは︑相互に密接な連携の下に行うものとする︒

前項の場合において︑厚生労働大臣又は都道府県知事等が当該

して厚生労働大臣に適用があるものとする︒

務に係るものに限る︒︶は︑厚生労働大臣に関する規定として厚

２

当該事務に係るものに限る︒︶は︑厚生労働大臣に関する規定と

前項の場合において︑厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは

生労働大臣に適用があるものとする︒

第二百三条の二

２

市町村長が当該事務を行うときは︑相互に密接な連携の下に行う
ものとする︒

は連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項︵第四十二条の

員会若しくは保険審査会の委員︑保険審査会の専門調査員若しく

︑正当な理由なしに︑職務上知り得た指定居宅サービス事業者︑

又はこれらの委員若しくは保険審査会の専門調査員であった者が

員会若しくは保険審査会の委員若しくは保険審査会の専門調査員

認定審査会︑都道府県介護認定審査会︑給付費審査委

二第九項︑第四十六条第七項︑第四十八条第七項︑第五十一条の

指定居宅介護支援事業者︑介護保険施設の開設者若しくは居宅サ

第二百五条

二第八項︑第五十三条第七項︑第五十四条の二第九項︑第五十八

ービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたと

認定審査会︑都道府県介護認定審査会︑給付費審査委

条第七項及び第六十一条の二第八項において準用する場合を含む

きは︑一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する︒

第二百五条

︒︶の規定により第四十一条第九項︑第四十二条の二第八項︑第
四十六条第六項︑第四十八条第六項︑第五十一条の二第七項︑第
五十三条第六項︑第五十四条の二第八項︑第五十八条第六項若し
くは第六十一条の二第七項に規定する審査及び支払に関する事務
の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった
者が︑正当な理由なしに︑職務上知り得た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︑
介護保険施設の開設者︑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︑指定介護予防支援事業者若しく
は居宅サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏

２

らしたときは︑一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する︒

三十条第二項︑第三十一条第二項及び第三十二条第二項︵第三十

第二十七条第四項︵第二十八条第四項︑第二十九条第二項︑第

︑第三十条第二項︑第三十一条第二項︑第三十三条第四項︑第三

三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む︒

２

十三条の二第二項︑第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項

︶において準用する場合を含む︒︶の規定に違反した者は︑一年

第二十四条の二第三項︑第二十八条第七項︵第二十九条第二項

において準用する場合を含む︒︶︑第六十九条の十七第一項︑第

次の各号の一に該当する者は︑六月以下の懲役又は三

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する︒

第二百六条

六十九条の二十八第一項︑第六十九条の三十七︑第百十五条の三
十二第一項︵第百十五条の三十六第三項において準用する場合を
含む︒︶又は第百十五条の三十九第五項︵第百十五条の四十第三
項において準用する場合を含む︒︶の規定に違反した者は︑一年

第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する︒
第二百五条の二

反したときは︑その違反行為をした者は︑一年以下の懲役又は百

次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行

万円以下の罰金に処する︒
第二百六条

十万円以下の罰金に処する︒

第九十八条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告した者

︑同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をした者又は同項第

一

項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし︑又は同項第三号に

三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定め

第百一条又は第百二条の規定に基づく命令に違反した者

掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反
二

に違反した者

次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違

第百一条又は第百二条の規定に基づく命令に違反したとき︒

したとき︒

第九十八条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し︑同

為をした者は︑六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
︒
一

二
第二百六条の二

第六十九条の二十又は第百十五条の三十三︵第百十五条の三

反行為をした者は︑五十万円以下の罰金に処する︒
一

十六第三項において準用する場合を含む ︒︶の規定に違反して
帳簿を備えず︑帳簿に記載せず︑若しくは帳簿に虚偽の記載を
し︑又は帳簿を保存しなかったとき︒

二

三

第六十九条の二十二第一項若しくは第二項︑第六十九条の三
十第一項︵第六十九条の三十三第二項において準用する場合を
含む︒︶又は第百十五条の三十四第一項︵第百十五条の三十六
第三項において準用する場合を含む︒︶の規定による報告をせ
ず︑若しくは虚偽の報告をし︑又はこれらの規定による質問に
対して 答弁をせず︑若しくは虚偽の答弁をし︑若しくはこれら
の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試
験問題作成事務の全部を廃止し︑第百十五条の三十五の規定に
よる許可を受けないで調査事務の全部を廃止し︑又は第百十五
条の三十六第三項において準用する第百十五条の三十五の規定
による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき︒
介護給付等を受けた者が︑第二十四条第二項の規定に

第二百八条

介護給付等を受けた者が︑第二十四条第二項の規定に

よる報告をせず︑若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の規定によ

第二百八条

よる報告をせず︑若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の規定によ

る当該職員の質問に対して︑答弁せず︑若しくは虚偽の答弁をし

第九十五条の規定に違反した者

次の各号の一に該当する者は︑二十万円以下の罰金に

る当該職員の質問に対して︑答弁せず︑若しくは虚偽の答弁をし

第二百九条

たときは︑二十万円以下の罰金に処する︒

次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行

たときは︑三十万円以下の罰金に処する︒
第二百九条

一

処する︒

第九十五条の規定に違反したとき︒

第百条第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を

為をした者は︑三十万円以下の罰金に処する︒
一

二

せず︑若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の規定による検査を

第四十二条第三項︑第四十二条の三第三項︑第四十五条第八
項︑第四十七条第三項︑第四十九条第三項︑第五十四条第三項

拒み︑妨げ︑若しくは忌避した者

二

︑第五十四条の三第三項︑第五十七条第八項︑第五十九条第三
項︑第七十六条第一項︑第七十八条の六第一項︑第八十三条第
一項︑第九十条第一項︑第百条第一項︑第百十二条第一項︑第
百十五条の六第一項︑第百十五の十五第一項又は第百十五条の
二十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しく
は提示をせず︑若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の
提出若しくは提示をし︑又はこれらの規定による質問に対して

三

答弁をせず︑若しくは虚偽の答弁をし︑若しくはこれらの規定
による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌避したとき︒
第百五条において 準用する医療法第八条の二第二項及び第九
条の規定に違反したとき︒
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人︑使用人

三

第百五条において準用する医療法第八条の二第二項及び第九

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人︑使用人

条の規定に違反した者
第二百十一条

その他の従業者が︑その法人又は人の業務に関して第二百六条又

第二百十一条
その他の従業者が︑その法人又は人の業務に関して第二百五条の

は第二百九条の違反行為をしたときは︑行為者を罰するほか︑そ

︵略︶

二から第二百六条の二まで又は第二百九条の違反行為をしたとき

第二百十三条

︵略︶

の法人又は人に対しても︑各本条の罰金刑を科する︒

第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務

第二百十四条

は︑行為者を罰するほか︑その法人又は人に対しても︑各本条の
罰金刑を科する︒
第二百十一条の二

諸表等を備えて置かず︑財務諸表等に記載すべき事項を記載せず
︑若しくは虚偽の記載をし︑又は正当な理由がないのに同条第二
項各号の規定による請求を拒んだ者は︑二十万円以下の過料に処
する︒
︵略︶

第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は︑十万

第二百十三条
２
円以下の過料に処する︒
︵略︶

市町村は︑条例で︑第三十条第一項後段︑第三十一条第一項後

段︑第三十四条第一項後段︑第三十五条第六項後段︑第六十六条

２

段︑第三十三条の三第一項後段︑第三十四条第一項後段︑第三十

第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項の規定により被保険

市町村は︑条例で︑第三十条第一項後段︑第三十一条第一項後

第二百十四条
２

五条第六項後段︑第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八

者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過

︵略︶

条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じ

３〜５

料を科する規定を設けることができる︒

︵略︶

ない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができ
る︒
３〜５

別表︵第六十九条の十三関係︶

この法律その他関係法令

学校教育法︵昭和二十二

試験委員
一
年法律第二十六号︶による

居宅サービス計画︑施設
医学を担当する教授若しく

福祉に関する科目若しくは

大学において保健若しくは
サービス計画及び介護予防

上の知識及び経験を有する

前号に掲げる者と同等以

これらの職にあった者

は助教授の職にあり︑又は
二

その他の保健医療サービス
者

要介護認定及び要支援認

科目

及び福祉サービスに関する

介護給付等対象サービス

サービス計画に関する科目

に関する科目

科目
一

二

三

四

上欄に掲げる科目について の試験の問題及び合格の基

定に関する科目
備考

準は︑介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専
門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのもの
であること︒

