正

○老人福祉法︵昭和三十八年法律第百三十三号︶︵抄︶

改

︵第八条関係︶

︵定義︶

案

この法律において︑﹁老人居宅生活支援事業﹂とは︑

︵定義︶
第五条の二

現

︵傍線の部分は改正部分︶

行

この法律において︑﹁老人居宅生活支援事業﹂とは︑

老人居宅介護等事業︑老人デイサービス事業︑老人短期入所事業

第五条の二
老人居宅介護等事業︑老人デイサービス事業︑老人短期入所事業

︵略︶

及び痴呆対応型老人共同生活援助事業をいう︒
２〜４

及び認知症対応型老人共同生活援助事業をいう︒
︵略︶

は︑第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規

による痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の支給

︑第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定

こ の法律において ︑﹁痴呆対応型老人共同生活援助事業﹂とは

定による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の

に係る者その他の政令で定める者につき︑これらの者が共同生活

５

支給に係る者その他の政令で定める者につき︑これらの者が共同

を営むべき住居において 食事の提供その他の日常生活上の援助を

こ の法律において ︑﹁認知症対応型老人共同生活援助事業﹂と

２〜４
５

生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援

行う事業をいう︒

︵略︶

市町村は︑必要に応じて︑次の措置を採ることができ

助を行う事業をいう︒

一〜三

る︒

第十条の四

︵居宅における介護等︶

市町村は︑必要に応じて ︑次の措置を採ることができ

︵居宅における介護等︶
第十条の四
る︒
︵略︶

が著しく困難であると認めるときは︑その者につき︑政令で定

より同法に規定する認知症対応型共同生活介護を利用すること

疾患が急性の状態にある者を除く︒︶が︑やむを得ない事由に

生活を営むのに支障があるもの︵その者の認知症の原因となる

五項に規定する認知症をいう︒以下同じ︒︶であるために日常

常生活上の援助を行い︑又は当該市町村以外の者に当該住居に

五条の二第五項に規定する住居において食事の提供その他の日

と認めるときは︑その者につき︑政令で定める基準に従い︑第

る痴呆対応型共同生活介護を利用することが著しく困難である

者を除く︒︶が︑やむを得ない事由により介護保険法に規定す

活を営むのに支障があるもの︵共同生活を営むのに支障がある

六十五歳以上の者であつて︑痴呆の状態にあるために日常生

める基準に従い︑第五条の二第五項に規定する住居において食

おいて食事の提供その他の日常生活上の援助を行うことを委託

四

事の提供その他の日常生活上の援助を行い︑又は当該市町村以

すること︒

六十五歳以上の者であつて︑認知症︵介護保険法第七条第十

一〜三
四

外の者に当該住居において 食事の提供その他の日常生活上の援

２

助を行うことを委託すること︒
︵略︶
︵市町村老人福祉計画︶

２

︵略︶
︵市町村老人福祉計画︶
︵略︶

︵略︶

第二十条の八
２

︵略︶

︵略︶

第二十条の八
２

イサービスセンター︑老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム

市町村は︑前項第一号の目標︵老人居宅生活支援事業︑老人デ

イサービスセンター︑老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム

に係るものに限る︒︶を定めるに当たつては︑介護保険法第百十

３

に係るものに限る︒︶を定めるに当たつては︑介護保険法第百十

七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごと

市町村は︑前項第一号の目標︵老人居宅生活支援事業︑老人デ

七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごと

の量の見込み︵同法に規定する訪問介護︑通所介護︑短期入所生

３

の量の見込み︵同法に規定する訪問介護︑通所介護︑短期入所生

活介護︑痴呆対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに係
︵略︶

活介護︑認知症対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに

４〜９

るものに限る︒︶を勘案しなければならない︒

︵略︶

係るものに限る︒︶を勘案しなければならない︒
４〜９

正

○老人福祉法︵昭和三十八年法律第百三十三号︶︵抄︶

改

︵第九条関係︶

︵定義︶

案
︵定義︶
第五条の二

現

︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

︵略︶

︵略︶
２

第五条の二
︵略︶

四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所

２
四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所

介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支

この法律において︑﹁老人デイサービス事業﹂とは︑第十条の

介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支

給に係る者その他の政令で定める者︵その者を現に養護する者を

３

給に係る者その他の政令で定める者︵その者を現に養護する者を

含む︒︶を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施

この法律において ︑﹁老人デイサービス事業﹂とは︑第十条の

含む︒︶を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施

設に通わせ︑これらの者につき入浴︑食事の提供︑機能訓練︑介

３

設に通わせ︑これらの者につき入浴︑排せつ︑食事等の介護︑機

護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
︵略︶

能訓練︑介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供
４

をいう︒

︵略︶

与する事業をいう︒
４

は︑第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規

こ の法律において ︑﹁認知症対応型老人共同生活援助事業﹂と

は︑第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規

定による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の

５

定による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の

支給に係る者その他の政令で定める者につき︑これらの者が共同

こ の法律において ︑﹁認知症対応型老人共同生活援助事業﹂と

支給に係る者その他の政令で定める者につき︑これらの者が共同

生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援

５

生活を営むべき住居において入浴︑排せつ︑食事等の介護その他

助を行う事業をいう︒

五項に規定する認知症をいう︒以下同じ︒︶であるために日常

六十五歳以上の者であつて︑認知症︵介護保険法第七条第十

︵略︶

市町村は︑必要に応じて ︑次の措置を採ることができ

の日常生活上の援助を行う事業をいう︒

四

一〜三

る︒

第十条の四

︵居宅における介護等︶

市町村は︑必要に応じて ︑次の措置を採ることができ

︵居宅における介護等︶
第十条の四
る︒
︵略︶

六十五歳以上の者であつて︑認知症︵介護保険法第七条第十

一〜三
四

五項に規定する認知症をいう︒以下同じ︒︶であるために日常

２

又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴︑排せつ︑食

浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い︑

める基準に従い︑第五条の二第五項に規定する住居において入

が著しく困難であると認めるときは︑その者につき︑政令で定

より同法に規定する認知症対応型共同生活介護を利用すること

疾患が急性の状態にある者を除く︒︶が︑やむを得ない事由に

生活を営むのに支障があるもの︵その者の認知症の原因となる

外の者に当該住居において食事の提供その他の日常生活上の援

事の提供その他の日常生活上の援助を行い︑又は当該市町村以

める基準に従い︑第五条の二第五項に規定する住居において食

が著しく困難であると認めるときは︑その者につき︑政令で定

より同法に規定する認知症対応型共同生活介護を利用すること

疾患が急性の状態にある者を除く︒︶が︑やむを得ない事由に

生活を営むのに支障があるもの︵その者の認知症の原因となる

︵略︶

助を行うことを委託すること︒
２

事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託するこ
と︒
︵略︶

正

○老人福祉法︵昭和三十八年法律第百三十三号︶︵抄︶

改

︵第十条関係︶

︵定義︶

案
︵定義︶
第五条の二

現

︵傍線の部分は改正部分︶

行

この法律において︑﹁老人居宅生活支援事業﹂とは︑

老人居宅介護等事業︑老人デイサービス事業︑老人短期入所事業

この法律において︑﹁老人居宅生活支援事業﹂とは︑

老人居宅介護等事業︑老人デイサービス事業︑老人短期入所事業

及び認知症対応型老人共同生活援助事業をいう︒

助事業をいう︒

間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護

二十三号︶の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費︑夜

第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法︵平成九年法律第百

につき︑これらの者の居宅において入浴︑排せつ︑食事等の介護

くは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者

二十三号︶の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若し

第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法︵平成九年法律第百

この法律において︑﹁老人居宅介護等事業﹂とは︑第十条の四

予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の

その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で

２

政令で定める者につき︑これらの者の居宅において入浴︑排せつ

定めるものを供与する事業をいう︒

こ の法律において ︑﹁老人居宅介護等事業﹂とは︑第十条の四

︑食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて
厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう︒

ビス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型

域密着型介護サービス費︑介護予防通所介護に係る介護予防サー

介護に係る居宅介護サービス費︑認知症対応型通所介護に係る地

四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所

設に通わせ︑これらの者につき入浴︑排せつ︑食事等の介護︑機

含む︒︶を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施

給に係る者その他の政令で定める者︵その者を現に養護する者を

介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支

四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所

こ の法律において ︑﹁老人デイサービス事業﹂とは︑第十条の

介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者︵そ

能訓練︑介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供

この法律において ︑﹁老人デイサービス事業﹂とは︑第十条の

の者を現に養護する者を含む︒︶を特別養護老人ホームその他の

与する事業をいう︒

一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所

この法律において︑﹁老人短期入所事業﹂とは︑第十条の四第

厚生労働省令で定める施設に通わせ︑これらの者につき入浴︑排
せつ︑食事等の介護︑機能訓練︑介護方法の指導その他の厚生労
働省令で定める便宜を供与する事業をいう︒
この法律において ︑﹁老人短期入所事業﹂とは︑第十条の四第

４

３

︑小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援

第五条の二

２

３

４

一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所

５

６

設に短期間入所させ︑養護する事業をいう︒

定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施

活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で

生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生

業をいう︒

の他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ︑養護する事

の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームそ

生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費

この法律において︑﹁小規模多機能型居宅介護事業﹂とは︑第
十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定によ
る小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若し
くは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防
サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき︑これ
らの者の心身の状況︑置かれている環境等に応じて︑それらの者
の選択に基づき︑それらの者の居宅において ︑又は厚生労働省令
で定めるサービスの拠点に通わせ︑若しくは短期間宿泊させ︑当
該拠点において︑入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活
を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機
能訓練を供与する事業をいう︒

定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービ

は︑第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規

支給に係る者その他の政令で定める者につき︑これらの者が共同

定による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の

は︑第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規

この法律において︑﹁認知症対応型老人共同生活援助事業﹂と

ス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着

生活を営むべき住居において入浴︑排せつ︑食事等の介護その他

５

型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者に

の日常生活上の援助を行う事業をいう︒

こ の法律において ︑﹁認知症対応型老人共同生活援助事業﹂と

つき︑これらの者が共同生活を営む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援助を行う事業をいう︒

市町村は︑第五条の四第二項第二号に規定する情報の

︵介護支援相談︶
第六条の二

提供並びに相談及び指導のうち︑介護保険法に規定する居宅サー

ビス︑居宅介護支援及び施設サービスの適切かつ有効な利用に係

るものその他の主として 居宅において 介護を受ける老人及びその

者を現に養護する者に係るものであつて特に専門的知識及び技術

を必要とするものについては︑当該市町村の設置する老人介護支

︵連絡調整等の実施者︶
︵略︶

︵略︶

第六条の二
２・３
︵支援体制の整備等︶

援センターその他の厚生労働省令で定める施設の職員に行わせ︑

又はこれを当該市町村以外の者の設置するこれらの施設に委託す
ることができる︒
︵連絡調整等の実施者︶
︵略︶
︵略︶

第六条の三
２・３

︵支援体制の整備等︶

の積極的な実施に努めるとともに︑これらの措置︑介護保険法に

条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置

活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように︑次

心身の状況︑その置かれている環境等に応じて︑自立した日常生

神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが︑

規定する居宅サービス︑居宅介護支援及び施設サービス並びに老

の積極的な実施に努めるとともに︑これらの措置︑介護保険法に

条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置

活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように︑次

心身の状況︑その置かれて いる環境等に応じて ︑自立した日常生

神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが︑

市町村は︑六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精

規定する居宅サービス︑地域密着型サービス︑居宅介護支援︑施

人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行

第十条の三

設サービス︑介護予防サービス︑地域密着型介護予防サービス及

う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整

市町村は︑六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精

び介護予防支援並びに老人クラブその他老人の福祉を増進するこ

︵略︶

備に努めなければならない︒

の実情に応じた体制の整備に努めなければならない︒
︵略︶

市町村は︑必要に応じて ︑次の措置を採ることができ

︵居宅における介護等︶
第十条の四

２

とを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域

第十条の三

２

市町村は︑必要に応じて ︑次の措置を採ることができ

︵居宅における介護等︶
第十条の四

る︒

ために日常生活を営むのに支障があるものが︑やむを得ない事

六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上の障害がある

ために日常生活を営むのに支障があるものが︑やむを得ない事

由により介護保険法に規定する訪問介護を利用することが著し

一

由により介護保険法に規定する訪問介護︑夜間対応型訪問介護

く困難であると認めるときは︑その者につき︑政令で定める基

六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上の障害がある

又は介護予防訪問介護を利用することが著しく困難であると認

準に従い︑その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働

る︒
一

めるときは︑その者につき︑政令で定める基準に従い︑その者

二

三

四

を供与し︑又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与すること

の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜

宜を供与することを委託すること︒

省令で定める便宜を供与し︑又は当該市町村以外の者に当該便

を委託すること︒

する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚

者を含む︒︶を︑政令で定める基準に従い︑当該市町村の設置

用することが著しく困難であると認めるときは︑その者︵養護

護︑介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を利

由により介護保険法に規定する通所介護︑認知症対応型通所介

ために日常生活を営むのに支障があるものが︑やむを得ない事

わせ︑同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し︑又は当該市

る施設︵以下﹁老人デイサービスセンター等﹂という︒︶に通

ビスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定め

政令で定める基準に従い︑当該市町村の設置する老人デイサー

く困難であると認めるときは︑その者︵養護者を含む︒︶を︑

由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著し

ために日常生活を営むのに支障があるものが︑やむを得ない事

六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上の障害がある

生労働省令で定める施設︵以下﹁老人デイサービスセンター等

町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ

二

﹂という︒︶に通わせ︑同項の厚生労働省令で定める便宜を供

︑当該便宜を供与することを委託すること︒

六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上の障害がある

与し︑又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセ
ンター等に通わせ︑当該便宜を供与することを委託すること︒

の二第四項の厚生労働省令で定める施設︵以下﹁老人短期入所

従い︑当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条

く困難であると認めるときは︑その者を︑政令で定める基準に

生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著し

のが︑やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所

り︑居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたも

所させ︑養護を行い︑又は当該市町村以外の者の設置する老人

める施設︵以下﹁老人短期入所施設等﹂という︒︶に短期間入

人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定

その者を︑政令で定める基準に従い︑当該市町村の設置する老

生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは︑

のが︑やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所

り︑居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたも

六十五歳以上の者であつて︑養護者の疾病その他の理由によ

施設等﹂という︒︶に短期間入所させ︑養護を行い︑又は当該

短期入所施設等に短期間入所させ︑養護することを委託するこ

三

市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所さ

と︒

六十五歳以上の者であつて︑養護者の疾病その他の理由によ

せ︑養護することを委託すること︒
六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上の障害がある
ために日常生活を営むのに支障があるものが︑やむを得ない事
由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介
護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難で
あると認めるときは︑その者につき︑政令で定める基準に従い
︑その者の居宅において︑又は第五条の二第五項の厚生労働省

２

五

令で定めるサービスの拠点に通わせ︑若しくは短期間宿泊させ
︑当該拠点において︑同項の厚生労働省令で定める便宜及び機
能訓練を供与し︑又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能
訓練を供与することを委託すること︒

認めるときは︑その者につき︑政令で定める基準に従い︑第五

知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると

より同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認

疾患が急性の状態にある者を除く︒︶が︑やむを得ない事由に

生活を営むのに支障があるもの︵その者の認知症の原因となる

六項に規定する認知症をいう︒以下同じ︒︶であるために日常

浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い︑

める基準に従い︑第五条の二第五項に規定する住居において入

が著しく困難であると認めるときは︑その者につき︑政令で定

より同法に規定する認知症対応型共同生活介護を利用すること

疾患が急性の状態にある者を除く︒︶が︑やむを得ない事由に

生活を営むのに支障があるもの︵その者の認知症の原因となる

五項に規定する認知症をいう︒以下同じ︒︶であるために日常

六十五歳以上の者であつて︑認知症︵介護保険法第七条第十

条の二第六項に規定する住居において入浴︑排せつ︑食事等の

又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴︑排せつ︑食

四

介護その他の日常生活上の援助を行い︑又は当該市町村以外の

事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託するこ

六十五歳以上の者であつて︑認知症︵介護保険法第八条第十

者に当該住居において 入浴︑排せつ︑食事等の介護その他の日

第十一条

市町村は︑必要に応じて︑次の措置を採らなければなら

︵老人ホームへの入所等︶

︵略︶

と︒
２

常生活上の援助を行うことを委託すること︒
︵略︶

市町村は︑必要に応じて︑次の措置を採らなければなら

︵老人ホームへの入所等︶
第十一条

ない︒

政令で 定めるものに限る︒︶により居宅において 養護を受ける

居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設

上の理由及び経済的理由︵政令で定めるものに限る︒︶により

六十五歳以上の者であつて︑身体上若しくは精神上又は環境

ことが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入

置する養護老人ホームに入所させ︑又は当該市町村以外の者の

一

所させ︑又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに

設置する養護老人ホームに入所を委託すること︒

あるために常時の介護を必要とし︑かつ︑居宅においてこれを

受けることが困難なものが︑やむを得ない事由により介護保険

あるために常時の介護を必要とし︑かつ︑居宅においてこれを

六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上著しい障害が

受けることが困難なものが︑やむを得ない事由により介護保険

法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難で

二

法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施

あると認めるときは︑その者を当該市町村の設置する特別養護

六十五歳以上の者であつて︑身体上又は精神上著しい障害が

入所を委託すること︒

六十五歳以上の者であつて︑環境上の理由及び経済的理由︵

ない︒
一

二

設に入所することが 著しく困難であると認めるときは︑その者

２

三

を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ︑又は

老人ホームに入所させ︑又は当該市町村以外の者の設置する特

︵略︶

別養護老人ホームに入所を委託すること︒
三
︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵廃止︑休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加︶
２・３

第十六条

２

当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委
託すること︒
︵略︶
︵略︶

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち

︵前払金の保全措置︶
第十四条の四
︑終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるも
のの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは︑当該
前払金の算定の基礎を書面で 明示し︑かつ︑当該前払金について
返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めると
ころにより必要な保全措置を講じなければならない︒

︵略︶

︵廃止︑休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加︶
第十六条
︵略︶

人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請

前条第六項の規定は︑前項の規定により社会福祉法人が養護老

護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の

をした場合について準用する︒

４

申請をした場合について 準用する︒

︵改善命令等︶

第十五条第六項の規定は︑前項の規定により社会福祉法人が養

２・３
４

︵改善命令等︶
都道府県知事は︑認知症対応型老人共同生活援助事

は老人デイサービスセンター︑老人短期入所施設若しくは老人介

都道府県知事は︑老人居宅生活支援事業を行う者又

サービスセンター︑老人短期入所施設若しくは老人介護支援セン

護支援センターの設置者が︑この法律若しくはこれに基づく命令

第十八条の二

ターの設置者が︑この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこ

若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき︑又はその事

都道府県知事は︑老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイ

とができる︒

該者に対して ︑その改善に必要な措置を採るべきことを命ずるこ

業を行う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは︑当

第十八条の二

２

れらに基づいてする処分に違反したとき︑又はその事業に関し不

３

者に対して︑その事業の制限又は停止を命ずることができる︒

不当な行為をしたときは︑当該事業を行う者又は当該施設の設置

二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき

当に営利を図り︑若しくは第五条の二第二項から第六項まで︑第

施設の設置者に対して ︑その事業の制限又は停止を命ずることが

処遇につき不当な行為をしたときは︑当該事業を行う者又は当該

項まで︑第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の

業に関し不当に営利を図り︑若しくは第五条の二第二項から第五

できる︒

は老人デイサービスセンター︑老人短期入所施設若しくは老人介

都道府県知事は︑前項の規定により︑老人居宅生活支援事業又

は老人デイサービスセンター︑老人短期入所施設若しくは老人介

護支援センターにつき︑その事業の制限又は停止を命ずる場合に

２

護支援センターにつき︑その事業の制限又は停止を命ずる場合︵

は︑あらかじめ︑社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福

都道府県知事は︑前項の規定により︑老人居宅生活支援事業又

第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生

祉審議会の意見を聴かなければならない︒

︵老人デイサービスセンター︶

活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く︒︶には︑あらか
じめ︑社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の
意見を聴かなければならない︒
︵老人デイサービスセンター︶

項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に

老人デイサービスセンターは︑第十条の四第一

項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に

係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係

第二十条の二の二

係る居宅介護サービス費︑認知症対応型通所介護に係る地域密着

る者その他の政令で定める者︵その者を現に養護する者を含む︒

老人デイサービスセンターは︑第十条の四第一

型介護サービス費︑介護予防通所介護に係る介護予防サービス費

︶を通わせ︑第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供

第二十条の二の二

若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予

与することを目的とする施設とする︒

︵老人短期入所施設︶

防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者︵その者を
現に養護する者を含む︒︶を通わせ︑第五条の二第三項の厚生労
働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする︒
︵老人短期入所施設︶

置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る

老人短期入所施設は︑第十条の四第一項第三号の措

置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る

居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者

第二十条の三

居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介

その他の政令で定める者を短期間入所させ︑養護することを目的

老人短期入所施設は︑第十条の四第一項第三号の措

護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期

とする施設とする︒

第二十条の三

間入所させ︑養護することを目的とする施設とする︒

養護老人ホームは︑第十一条第一項第一号の措置に

︵養護老人ホーム︶
第二十条の四
係る者を入所させ︑養護するとともに︑その者が自立した日常生
活を営み︑社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その
他の援助を行うことを目的とする施設とする︒
︵特別養護老人ホーム︶

養護老人ホームは︑第十一条第一項第一号の措置に

︵養護老人ホーム︶
第二十条の四

係る者を入所させ︑養護することを目的とする施設とする︒

特別養護老人ホームは︑第十一条第一項第二号の措

︵特別養護老人ホーム︶
第二十条の五

置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに

特別養護老人ホームは︑第十一条第一項第二号の措

置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉

係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者

第二十条の五
施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介

を入所させ︑養護することを目的とする施設とする︒

︵老人介護支援センター︶

護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者そ
の他の政令で定める者を入所させ︑養護することを目的とする施
設とする︒
︵老人介護支援センター︶

住民その他の者からの相談に応じ︑必要な助言を行うとともに︑

関する各般の問題につき︑老人︑その者を現に養護する者︑地域

支援事業を行う者︑老人福祉施設︑医療施設︑老人クラブその他

受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村︑老人居宅生活

る情報の提供並びに相談及び指導︑主として居宅において介護を

老人介護支援センターは︑第六条の二に規定す

主として 居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す

老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡

第二十条の七の二

る者と市町村︑老人居宅生活支援事業を行う者︑老人福祉施設︑

調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目

老人介護支援センターは︑地域の老人の福祉に

医療施設︑老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的と

的とする施設とする︒

援助を総合的に行うことを目的とする施設とする︒
老人介護支援センターの設置者︵設置者が法人である場合にあ

第二十条の八

︵略︶

︵市町村老人福祉計画︶

する事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める

第二十条の七の二

２

つては︑その役員︶若しくはその職員又はこれらの職にあつた者
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
てはならない︒

︵略︶

︵市町村老人福祉計画︶
第二十条の八

︵略︶

２

︵略︶

イサービスセンター︑老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム

２
イサービスセンター︑老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム

に係るものに限る︒︶を定めるに当たつては︑介護保険法第百十

市町村は︑前項第一号の目標︵老人居宅生活支援事業︑老人デ

に係るものに限る︒︶を定めるに当たつては︑介護保険法第百十

七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごと

３

七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごと

の量の見込み︵同法に規定する訪問介護︑通所介護︑短期入所生

市町村は︑前項第一号の目標︵老人居宅生活支援事業︑老人デ

の量の見込み︵同法に規定する訪問介護︑通所介護︑短期入所生

活介護︑認知症対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに

３

活介護︑夜間対応型訪問介護︑認知症対応型通所介護︑小規模多

︵略︶

係るものに限る︒︶を勘案しなければならない︒

４・５

機能型居宅介護︑認知症対応型共同生活介護︑地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス並びに介護
予防訪問介護︑介護予防通所介護︑介護予防短期入所生活介護︑
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
護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る︒︶
を勘案しなければならない︒
︵略︶

市町村老人福祉計画は︑老人保健法第四十六条の十八に規定す

る市町村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

６

規定する市町村老人保健計画及び介護保険法第百十七条第一項に

ない︒

ければならない︒

市町村老人福祉計画は︑介護保険法第百十七条に規定する市町

村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であつて老人

市町村老人福祉計画は︑社会福祉法第百七条に規定する市町村
地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉

の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

７

規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されな

市町村老人福祉計画は︑老人保健法第四十六条の十八第一項に

４・５
６

７

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

︵略︶
︵都道府県老人福祉計画︶

８・９

ばならない︒
︵略︶

ない︒
８・９

︵都道府県老人福祉計画︶

︵略︶
︵略︶

第二十条の九
２

︵略︶

︵略︶

都道府県は︑前項第一号の特別養護老人ホームの必要入所定員

第二十条の九
２

３

総数を定めるに当たつては︑介護保険法第百十八条第二項第一号

都道府県は︑前項第一号の特別養護老人ホームの必要入所定員
総数を定めるに当たつては︑介護保険法第百十八条第二項第一号

に規定する介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数︵同法に

３

に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必

４

５

６

︵同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る︒︶を勘案

要利用定員総数及び介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数
ばならない︒

規定する介護老人福祉施設に係るものに限る︒︶を勘案しなけれ

しなければならない︒

都道府県老人福祉計画は︑老人保健法第四十六条の十九に規定

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

４

に規定する都道府県老人保健計画及び介護保険法第百十八条第一
ならない︒

都道府県老人福祉計画は︑老人保健法第四十六条の十九第一項
項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして
作成されなければならない︒

都道府県老人福祉計画は︑介護保険法第百十八条に規定する都

道府県介護保険事業支援計画その他の法律の規定による計画であ

５

府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老

つて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたもの

都道府県老人福祉計画は︑社会福祉法第百八条に規定する都道
人の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

でなければならない︒
︵略︶
︵費用の支弁︶

次に掲げる費用は︑市町村の支弁とする︒

第十条の四第一項第一号から第三号までの規定により市町村
が行う措置に要する費用

第十条の四第一項第四号の規定により市町村が行う措置
に要する費用

一の二

一

第二十一条

６

ればならない︒
︵略︶
︵費用の支弁︶
次に掲げる費用は︑市町村の支弁とする︒

第十条の四第一項第一号から第四号までの規定により市町村

第二十一条
一

第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置

が行う措置に要する費用
一の二
に要する費用

二・三

︵略︶

二・三

︵介護保険法による給付との調整︶

︵略︶

︵介護保険法による給付との調整︶
の措置に係る者が︑介護保険法の規定により当該措置に相当する

居宅サービス又は施設サービスに係る保険給付を受けることがで

の措置に係る者が︑介護保険法の規定により当該措置に相当する

第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号

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

きる者であるときは︑市町村は︑その限度において︑前条第一号

第二十一条の二

ービス又は地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受ける

︑第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要

第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号

ことができる者であるときは︑市町村は︑その限度において︑前

しない︒

第二十一条の二

条第一号︑第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をする
ことを要しない︒

︵届出等︶

︵届出等︶

くは食事の介護︑食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜

る施設であつて︑老人福祉施設でないものをいう︒以下同じ︒︶

事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とす

有料老人ホーム︵常時十人以上の老人を入所させ︑食

であつて厚生労働省令で定めるもの︵以下﹁介護等﹂という︒︶

を設置しようとする者は︑あらかじめ︑その施設を設置しようと

第二十九条

の供与︵他に委託して供与をする場合及び将来において 供与をす

する地の都道府県知事に︑次の各号に掲げる事項を届け出なけれ

有料老人ホーム︵老人を入居させ︑入浴︑排せつ若し

ることを約する場合を含む︒︶をする事業を行う施設であつて︑

ばならない︒

の他厚生労働省令で定める施設でないものをいう︒以下同じ︒︶
を設置しようとする者は︑あらかじめ︑その施設を設置しようと
する地の都道府県知事に︑次の各号に掲げる事項を届け出なけれ
ばならない︒
︵略︶

施設において 供与される便宜の内容

一〜五
六

︵略︶

︵略︶

施設において供与される介護等の内容

七

一〜五
六
︵略︶

更を生じたときは︑変更の日から一月以内に︑その旨を当該都道

府県知事に届け出なければならない︒その事業を休止し︑又は廃

更を生じたときは︑変更の日から一月以内に︑その旨を当該都道

前項の規定による届出をした者は︑前項各号に掲げる事項に変

府県知事に届け出なければならない︒その事業を休止し︑又は廃

止したときも︑同様とする︒

有料老人ホームの設置者のうち︑終身にわたつて受領すべき家

らない︒

他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければな

対して︑当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その

り︑当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に

有料老人ホームの設置者は︑厚生労働省令で定めるところによ

保存しなければならない︒

て︑厚生労働省令で定めるところにより︑帳簿を作成し︑これを

有料老人ホームの設置者は︑当該有料老人ホームの事業につい

止したときも︑同様とする︒

前項の規定による届出をした者は︑同項各号に掲げる事項に変

七

２

老人福祉施設︑認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居そ

第二十九条

２

３

４

５

賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金とし
て一括して受領するものは︑当該前払金の算定の基礎を書面で明
示し︑かつ︑当該前払金について返還債務を負うこととなる場合

６

７
８

９

に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講
じなければならない︒
ームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を

事項その他必要と認める事項の報告を求め︑又は当該職員をして

ームの設置者若しくは管理者に対して ︑その運営の状況に関する

都道府県知事は︑この法律の目的を達成するため︑有料老人ホ

委託された者︵以下﹁介護等受託者﹂という︒︶に対して︑その

︑その施設の設備若しくは運営について調査させることができる

３

運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め︑
︒

都道府県知事は︑この法律の目的を達成するため︑有料老人ホ

又は当該職員に︑関係者に対して 質問させ︑若しくは当該有料老
人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立
ち入り︑設備︑帳簿書類その他の物件を検査させることができる
︒
第十八条第三項及び第四項の規定は︑前項の規定による質問又
は立入検査について準用する︒
までの規定に違反したと認めるとき︑当該有料老人ホームに入居

当な行為をし︑又はその運営に関し入所者の利益を害する行為を

ムに入所している者︵以下﹁入所者﹂という︒︶の処遇に関し不

都道府県知事は︑有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホー

している者︵以下﹁入居者﹂という︒︶の処遇に関し不当な行為

したと認めるときは︑入所者の保護のため必要な限度において ︑

４

をし︑又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認

当該有料老人ホームの設置者に対して︑その改善に必要な措置を

都道府県知事は︑有料老人ホームの設置者が第三項から第五項

めるとき︑その他入居者の保護のため必要があると認めるときは

採るべきことを命ずることができる︒

︵有料老人ホーム協会︶

︑当該設置者に対して︑その改善に必要な措置を採るべきことを
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ときは︑その旨
を公示しなければならない︒
︵有料老人ホーム協会︶

有料老人ホームの設置者は︑有料老人ホームの入所者の

保護を図るとともに︑有料老人ホームの健全な発展に資すること

第三十条

保護を図るとともに︑有料老人ホームの健全な発展に資すること

を目的として︑有料老人ホームの設置者を会員とし︑その名称中

有料老人ホームの設置者は︑有料老人ホームの入居者の

を目的として ︑有料老人ホームの設置者を会員とし︑その名称中

に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第三十四条の規定
︵略︶

に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第三十四条の規定
２

による法人を設立することができる︒

︵略︶

による法人を設立することができる︒

第三十条

２

︵協会の業務︶

︵協会の業務︶
第三十一条の二
︵略︶

協会は︑その目的を達成するため︑次に掲げる業

一

協会は︑その目的を達成するため︑次に掲げる業

︵略︶

務を行う︒

一

会員の設置する有料老人ホームの運営に関し︑契約内容の適

正化その他入所者の保護を図り︑及び入所者の立場に立つた処

二

正化その他入居者の保護を図り︑及び入居者の立場に立つた処

遇を行うため必要な指導︑勧告その他の業務

会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所
︵略︶

者等からの苦情の解決
四・五

三

遇を行うため必要な指導︑勧告その他の業務
会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居
者等からの苦情の解決
︵略︶

該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について 解決の申

出があつた場合において必要があると認めるときは︑当該会員に

該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申

協会は︑その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当

出があつた場合において必要があると認めるときは︑当該会員に

対して ︑文書若しくは口頭による説明を求め︑又は資料の提出を

︵緊急時における厚生労働大臣の事務執行︶

︵略︶

対して︑文書若しくは口頭による説明を求め︑又は資料の提出を
３

求めることができる︒

︵略︶

求めることができる︒

協会は︑その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当

四・五

三

会員の設置する有料老人ホームの運営に関し︑契約内容の適

２

二

務を行う︒

第三十一条の二

２

３
︵緊急時における厚生労働大臣の事務執行︶

都道府県知事の権限に属するものとされている事務︵同項の規定

による認可の取消しを除く︒︶又は第二十九条第三項及び第四項

都道府県知事の権限に属するものとされている事務︵同項の規定

第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により

による認可の取消しを除く︒︶又は第二十九条第六項及び第八項

の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務

第三十四条の二

の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務

は︑養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホ

第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により

は︑養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホ

ームの入所者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認

第三十四条の二

ームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認

める場合にあつては︑厚生労働大臣又は都道府県知事が行うもの
︵略︶

める場合にあつては︑厚生労働大臣又は都道府県知事が行うもの

２・３

第六章

罰則

とする︒

︵略︶
罰則

とする︒
２・３
第六章

第三十八条

第二十条の七の二第二項の規定に違反した者は︑一年

第十八条の二第一項又は第二十九条第八項の規定によ

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する︒
第三十九条
る命令に違反した者は︑六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為

に処する︒
第四十条

第三十八条

第二十九条第四項の規定による命令に違反した者は︑

次の各号の一に該当する者は︑三十万円以下の罰金に

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する︒

第三十九条
処する︒

第二十八条の十二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︑又は同項の規定による質問に対して答弁をせ

一

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

ず︑若しくは虚偽の答弁をし︑若しくは同項の規定による検査

ホーム協会会員という文字を用いた者

第三十一条第二項の規定に違反して︑その名称中に有料老人

忌避した者

報告をし︑又は同項の規定による調査を拒み︑妨げ︑若しくは

第二十九条第三項の規定による報告をせず︑若しくは虚偽の

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

二

を拒み︑妨げ︑若しくは忌避した者

たとき︒
第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず︑又は
虚偽の届出をしたとき︒
第三十一条第二項の規定に違反して︑その名称中に有料老人
ホーム協会会員という文字を用いたとき︒

をせず︑若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし︑

第三十一条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出

をせず︑若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし︑

又は同項の規定による質問に対して 答弁をせず︑若しくは虚偽

四

又は同項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︑若しくは同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若

第三十一条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出

三

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

第二十八条の十二第一項若しくは第二十九条第六項の規定に

をした者は︑三十万円以下の罰金に処する︒
一

二

三
四

の答弁をし︑若しくは同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若

第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず︑

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人︑使用人そ

の他の従業者が︑その法人又は人の業務に関し︑前三条の違反行

第四十一条

又は虚偽の届出をした者は︑二十万円以下の罰金に処する︒

第四十条

しくは忌避した者

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人︑使用人そ

しくは忌避したとき︒

第四十一条

の他の従業者が︑その法人又は人の業務に関し︑前二条の違反行

も︑各本条の罰金刑を科する︒

為をしたときは︑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︒

為をしたときは︑行為者を罰するほか︑その法人又は人に対して

