
条 例 番 号 条     例     名 

条例第２５号 さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車

等の公営に関する条例及びさいたま市長の選挙におけるビラの作

成の公営に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：選挙課】

条例第２６号 さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：ICT 政策課番号制度整備

室】

条例第２７号 さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：人事課】

条例第２８号 さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：選挙課】

条例第２９号 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：税制課】

条例第３０号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：建築総務課住宅政策課】 

条例第３１号 さいたま市就学支援委員会条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：指導２課】

条例第３２号 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：中央図書館管理課】

条例第３３号 さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：介護保険課】

条例第３４号 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：障害支援課】

条例第３５号 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：障害支援課】

条例第３６号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：子育て支援政策課】 



条例第３７号 さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：青少年育成課】

条例第３８号 さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：のびのび安心

子育て課】

条例第３９号 さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：年金医療課】

条例第４０号 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：国民健康保険課】

条例第４１号 さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：消防総務課】



さいたま市条例第２５号 

さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に関

する条例及びさいたま市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一

部を改正する条例 

（さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払

手続） 

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払 

手続） 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者

等」という。）に支払うべき金額のうち、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、

第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等から

の請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事

業者等に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者

等」という。）に支払うべき金額のうち、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、

第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等から

の請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事

業者等に対し支払う。 

 ［略］    ［略］ 

 当該契約が一般運送契約以外の契約である場

合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

金額 

 当該契約が一般運送契約以外の契約である場

合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

金額 

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（

以下「自動車借入契約」という。）である場

合 当該選挙運動用自動車（同一の日におい

て自動車借入契約により２台以上の選挙運動

用自動車が使用される場合には、当該候補者

が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自

動車として使用された各日についてその使用

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（

以下「自動車借入契約」という。）である場

合 当該選挙運動用自動車（同一の日におい

て自動車借入契約により２台以上の選挙運動

用自動車が使用される場合には、当該候補者

が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自

動車として使用された各日についてその使用



に対し支払うべき金額（当該金額が１万５，

８００円を超える場合には、１万５，８００

円）の合計金額 

に対し支払うべき金額（当該金額が１万５，

３００円を超える場合には、１万５，３００

円）の合計金額 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給

に関する契約である場合 当該契約に基づき

当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用

される他の選挙運動用自動車を含む。）が既

に前条の届出に係る契約に基づき供給を受け

た燃料の代金と合算して、７，５６０円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選挙の期日

の前日までの日数から前号の契約が締結され

ている日数を除いた日数を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることにつき、

市委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、市委員会が確認したも

のに限る。） 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給

に関する契約である場合 当該契約に基づき

当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用

される他の選挙運動用自動車を含む。）が既

に前条の届出に係る契約に基づき供給を受け

た燃料の代金と合算して、７，３５０円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選挙の期日

の前日までの日数から前号の契約が締結され

ている日数を除いた日数を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることにつき、

市委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、市委員会が確認したも

のに限る。） 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

 （選挙運動用ポスターの作成の公費の支払）  （選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第８条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

ポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該

契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１

枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによ

り算定した金額を超える場合には、当該各号に定

めるところにより算定した金額）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当

該選挙区等におけるポスター掲示場の数に１．２

を乗じて得た数（１枚未満の端数がある場合には、

 その端数は、１枚とする。）の範囲内のものであ

ることにつき、市委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額を、第６条

後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業

者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に

対し支払う。 

第８条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

ポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該

契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１

枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによ

り算定した金額を超える場合には、当該各号に定

めるところにより算定した金額）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当

該選挙区等におけるポスター掲示場の数に１．２ 

を乗じて得た数（１枚未満の端数がある場合には、

 その端数は、１枚とする。）の範囲内のものであ

ることにつき、市委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額を、第６条

後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業

者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に

対し支払う。 

 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が

５００以下である場合 ５２５円６銭に当該ポ

スター掲示場の数を乗じて得た金額に３１万５

００円を加えた金額を当該選挙区等におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額（１円未満

の端数がある場合には、その端数は、１円とす

る。次号において同じ。） 

 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が

５００以下である場合 ５１０円４８銭に当該

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３０万

１，８７５円を加えた金額を当該選挙区等にお

けるポスター掲示場の数で除して得た金額（１

円未満の端数がある場合には、その端数は、１

円とする。次号において同じ。） 

 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が

５００を超える場合 ２７円５０銭にその５０

 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が

５００を超える場合 ２６円７３銭にその５０



０を超える数を乗じて得た金額に５７万３，０

３０円を加えた金額を当該選挙区等におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額 

０を超える数を乗じて得た金額に５５万７，１

１５円を加えた金額を当該選挙区等におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額 

（さいたま市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例（平成１９年さ

いたま市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （選挙運動用ビラの作成の公費の支払）  （選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をし

た者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラ

の１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を

超える場合には、当該各号に定める金額）に当該

選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、

 法第１４２条第１項第５号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、市委員会が定めるとこ

ろにより、当該候補者からの申請に基づき、市委

員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額

を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場

合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、

 当該ビラ作成業者に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をし

た者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラ

の１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を

超える場合には、当該各号に定める金額）に当該 

選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、

 法第１４２条第１項第５号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、市委員会が定めるとこ

ろにより、当該候補者からの申請に基づき、市委

員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額

を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場 

合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、

 当該ビラ作成業者に対し支払う。 

 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚以下

である場合 ７円５１銭 

 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚以下

である場合 ７円３０銭 

 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚を超

える場合 ５円２銭にその５万枚を超える枚数

を乗じて得た金額に３７万５，５００円を加え

た金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除し

て得た金額（１銭未満の端数がある場合には、

その端数は、１銭とする。） 

 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚を超

える場合 ４円８８銭にその５万枚を超える枚

数を乗じて得た金額に３６万５，０００円を加

えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除 

して得た金額（１銭未満の端数がある場合には、

  その端数は、１銭とする。） 

附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙

運動用自動車等の公営に関する条例第４条及び第８条の規定は、この条例の施行の

日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示され

た選挙については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後のさいたま市長の選挙におけるビラの作成の公営に関

する条例第４条の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙に

ついて適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例によ

る。 



さいたま市条例第２６号 

さいたま市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市個人番号の利用に関する条例（平成２７年さいたま市条例第６０号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

機関 事務

１ ［略］

２ ［略］

３ ［略］

４ ［略］

５ ［略］

６ 市長 さいたま市心身障害者扶養共済制

度条例（平成１４年さいたま市条

例第９５号）による心身障害者扶

養共済制度に関する事務（以下「

障害者扶養共済事務」という。）

であって規則で定めるもの

機関 事務

１ 市長 国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）による保健事業に関

する事務であって規則で定めるも

の

２ ［略］

３ ［略］

４ ［略］

５ ［略］

６ ［略］

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

機関 事務 特定個人情報

１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３

０号）による中国残留

邦人等支援給付若しく

機関 事務 特定個人情報

１ 市長  ［略］ 中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３

０号）による中国残留

邦人等支援給付若しく



は配偶者支援金の支給

に関する情報（以下「

中国残留邦人等支援給

付等関係情報」という。

）、生活保護法による

保護の実施若しくは就

労自立給付金の支給若

しくは生活保護準用事

務に関する情報（以下

「生活保護関係情報」

という。）、介護保険

法（平成９年法律第１

２３号）による保険給

付の支給、地域支援事

業の実施若しくは保険

料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付

等関係情報」という。

）、国民健康保険法（

昭和３３年法律第１９

２号）若しくは高齢者

の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律

第８０号）による医療

費に関する給付の支給

若しくは保険料の徴収

に関する情報（以下「

医療保険給付関係情報

」という。）、さいた

ま市国民健康保険税条

例（平成１４年さいた

ま市条例第２８号）に

よる国民健康保険税の

賦課徴収に関する情報、

身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３

号）による身体障害者

手帳若しくは精神保健

及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）に

よる精神障害者保健福

祉手帳に関する情報（

以下「障害者関係情報

」という。）又は児童

福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）による

養育里親の登録に関す

る情報であって規則で

定めるもの

は配偶者支援金の支給

に関する情報（以下「

中国残留邦人等支援給

付等関係情報」という。

）、生活保護法による

保護の実施若しくは就

労自立給付金の支給若

しくは生活保護準用事

務に関する情報（以下

「生活保護関係情報」

という。）、介護保険

法（平成９年法律第１

２３号）による保険給

付の支給、地域支援事

業の実施若しくは保険

料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付

等関係情報」という。

）、国民健康保険法若

しくは高齢者の医療の

確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号

）による医療費に関す

る給付の支給若しくは

保険料の徴収に関する

情報（以下「医療保険

給付関係情報」という。

）、さいたま市国民健

康保険税条例（平成１

４年さいたま市条例第

２８号）による国民健

康保険税の賦課徴収に

関する情報、身体障害

者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）によ

る身体障害者手帳若し

くは精神保健及び精神

障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第

１２３号）による精神

障害者保健福祉手帳に

関する情報（以下「障

害者関係情報」という。

）又は児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４

号）による養育里親の

登録に関する情報であ

って規則で定めるもの



２～１８ ［略］

１９ 市長 精神保健

及び精神

障害者福

祉に関す

る法律に

よる費用

の徴収に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の

生活保護関係情報又は

地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの

２０～２８ ［略］

２９ 市長 障害者扶

養共済事

務であっ

て規則で

定めるも

の

中国残留邦人等支援給

付等関係情報、生活保

護関係情報又は地方税

関係情報であって規則

で定めるもの

２～１８ ［略］

１９ 市長 精神保健

及び精神

障害者福

祉に関す

る法律に

よる入院

措置又は

費用の徴

収に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの

生活保護関係情報、介

護保険給付等関係情報、

医療保険給付関係情報、

障害者関係情報、自立

支援給付関係情報又は

地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの

２０～２８ ［略］

附 則 

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。ただし、別表第１第１項を削り、

第２項を第１項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り上げる改正並びに別表第

２第１項及び第１９項の改正は、公布の日から施行する。 



さいたま市条例第２７号 

さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例 

さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成１

３年さいたま市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

附 則   附 則

（他の法令による給付との調整） （他の法令による給付との調整）

第９条 年金たる補償の額は、当該補償の事由とな

った障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる

年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当

分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例

の規定（第２０条を除く。）による年金たる補償

の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償

の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による

年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じ

て得た額（その額が当該年金たる補償の年額から

当該補償の事由となった障害又は死亡について支

給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金

たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場

合には、当該残額）とし、これらの額に５０円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円

以上１００円未満の端数があるときは、これを１

００円に切り上げる。

第９条 年金たる補償の額は、当該補償の事由とな

った障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる

年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当

分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例

の規定（第２０条を除く。）による年金たる補償

の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償

の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による

年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じ

て得た額（その額が当該年金たる補償の年額から

当該補償の事由となった障害又は死亡について支

給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金

たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場

合には、当該残額）とし、これらの額に５０円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円

以上１００円未満の端数があるときは、これを１

００円に切り上げる。

傷病補償

年金 

［略］ 

障害厚生年金等（当該補償

の事由となった障害につい

て障害基礎年金が支給され

る場合を除く。） 

０．８８

［略］ 

 ［略］ 

傷病補償

年金 

［略］ 

障害厚生年金等（当該補償

の事由となった障害につい

て障害基礎年金が支給され

る場合を除く。） 

０．８６

［略］ 

 ［略］ 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の

左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給され

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の

左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給され

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ



らず、この条例の規定による休業補償の額に、同

表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類

に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（そ

の額がこの条例の規定による休業補償の額から同

一の事由について支給される当該年金たる給付の

額の合計額を３６５で除して得た額を控除した残

額を下回る場合には、当該残額）とする。 

らず、この条例の規定による休業補償の額に、同

表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類

に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（そ

の額がこの条例の規定による休業補償の額から同

一の事由について支給される当該年金たる給付の

額の合計額を３６５で除して得た額を控除した残

額を下回る場合には、当該残額）とする。 

 ［略］ 

障害厚生年金等（当該補償の事由と

なった障害について障害基礎年金が

支給される場合を除く。） 

０．８８

 ［略］ 

 ［略］ 

障害厚生年金等（当該補償の事由と

なった障害について障害基礎年金が

支給される場合を除く。） 

０．８６

 ［略］ 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）附則第９条の規定は、平成２８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例附則第９条の規定は、平成２８年４月１日以後に支給すべき事由の

生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後

の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日

前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償につい

ては、なお従前の例による。 

３ この条例による改正前のさいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例附則第９条の規定に基づいて平成２８年４月１日からこの条例の

施行の日の前日までの間に改正後の条例の適用を受ける者に支給された傷病補償年

金及び休業補償は、改正後の条例による傷病補償年金及び休業補償の内払とみなす。 



さいたま市条例第２８号 

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

３年さいたま市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （費用弁償）  （費用弁償）

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、

 別表第１項から第７項までに掲げるものにあって

は市長、同表第８項から第１８項までに掲げるも

のにあっては一般職の職員にそれぞれ支給する旅

費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職

員の旅費支給の例により支給する。

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、

 別表第１項から第７項までに掲げるものにあって

は市長、同表第８項から第１６項までに掲げるも

のにあっては一般職の職員にそれぞれ支給する旅

費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職

員の旅費支給の例により支給する。

２ ［略］ ２ ［略］

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区分 報酬の額

１～８ ［略］

９ 投票所の投票管

理者

法第１４条第１項第２

号に掲げる額

１０ 共通投票所の

投票管理者

法第１４条第１項第３

号に掲げる額

１１ 期日前投票所 法第１４条第１項第４

の投票管理者 号に掲げる額

１２ 開票管理者 法第１４条第１項第５

号に掲げる額

１３ 投票所の投票

立会人

法第１４条第１項第６

号に掲げる額

１４ 共通投票所の

投票立会人

法第１４条第１項第７

号に掲げる額

１５ 期日前投票所

の投票立会人

法第１４条第１項第８

号に掲げる額

区分 報酬の額

１～８ ［略］

９ 投票所の投票管

理者

法第１４条第１項第２

号に掲げる額

１０ 期日前投票所 法第１４条第１項第３

の投票管理者 号に掲げる額

１１ 開票管理者 法第１４条第１項第４

号に掲げる額

１２ 投票所の投票

立会人

法第１４条第１項第５

号に掲げる額

１３ 期日前投票所

の投票立会人

法第１４条第１項第６

号に掲げる額



１６ 開票立会人 法第１４条第１項第９

号に掲げる額

１７ 選挙立会人 法第１４条第１項第１

０号に掲げる額

１８ ［略］

１４ 開票立会人 法第１４条第１項第７

号に掲げる額

１５ 選挙立会人 法第１４条第１項第８

号に掲げる額

１６ ［略］

附 則 

この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一

部を改正する法律（平成２８年法律第２４号）附則第１条ただし書に規定する規定の

施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 



さいたま市条例第２９号 

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市市税条例の一部改正）

第１条 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（納税証明事項） （納税証明事項）

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第１条の９

第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定す

る検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により軽自動車税

の種別割を滞納している場合においてその旨とす

る。

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第１条の９

第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定す

る検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により軽自動車税

を滞納している場合においてその旨とする。

（納期限後に納付する税金又は納入する納入金に

係る延滞金）

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金）

第１１条 納税者又は特別徴収義務者は、第３３条、

第３９条、第４０条若しくは第４３条（第５５条

において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第４４条の４第１項（第４４条の５

第３項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４５条第１項（法第３２１

条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る部分

を除く。）、第５４条、第７６条、第９０条の５

第１項、第９２条第２項、第１０６条第１項若し

くは第２項、第１１０条第２項、第１１９条第１

項、第１３２条第３項、第１４３条第１項若しく

は第２項又は第１５５条に規定する納期限後にそ

の税金を納付し、又は納入金を納入する場合にお

いては、当該税額又は納入金額にその納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納期

限とする。第１号及び第２号において同じ。）の

翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税

第１１条 納税者又は特別徴収義務者は、第３３条、

第３９条、第４０条若しくは第４３条（第５５条

において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第４４条の４第１項（第４４条の５

第３項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４５条第１項（法第３２１

条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る部分

を除く。）、第５４条、第７６条、第９２条第２

項、第１０６条第１項若しくは第２項、第１１０

条第２項、第１１９条第１項、第１３２条第３項、

第１４３条第１項若しくは第２項又は第１５５条

に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納

入金を納入する場合においては、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。第１号及び第

２号において同じ。）の翌日から納付又は納入の

日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン

ト（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各



額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して納付書によ

って納付し、又は納入書によって納入しなければ

ならない。

号に掲げる期間については、年７．３パーセント

）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して納付書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。

 ［略］  ［略］

 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定に

よる申告書に限る。）、第９０条の５第１項の

申告書、第１０６条第１項若しくは第２項の申

告書、第１１９条第１項の申告書又は第１４３

条第１項若しくは第２項の申告書に係る税額（

第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係

る納期限の翌日から１月を経過する日までの期

間

 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定に

よる申告書に限る。）、第１０６条第１項若し

くは第２項の申告書、第１１９条第１項の申告

書又は第１４３条第１項若しくは第２項の申告

書に係る税額（第４号に掲げる税額を除く。）

当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間

 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、第

９０条の５第１項の申告書、第１０６条第１項

若しくは第２項の申告書、第１１９条第１項の

申告書又は第１４３条第１項若しくは第２項の

申告書でその提出期限後に提出したものに係る

税額 当該提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間

 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、第

１０６条第１項若しくは第２項の申告書、第１

１９条第１項の申告書又は第１４３条第１項若

しくは第２項の申告書でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日までの期

間又はその日の翌日から１月を経過する日まで

の期間

 ［略］  ［略］

（法人税割の税率） （法人税割の税率）

第２２条 法人税割の税率は、１００分の８．４と

する。

第２２条 法人税割の税率は、１００分の１２．１

とする。

（法人の市民税の課税の特例） （法人の市民税の課税の特例）

第２３条 前条の場合において、資本金の額若しく

は出資金の額が１億円以下である法人若しくは資

本若しくは出資を有しない法人（保険業法に規定

する相互会社を除く。）又は第１４条第３項にお

いて法人とみなされるものであって、かつ、法人

税割の課税標準となる法人税額（法第２９２条第

１項第４号に規定する法人税額をいう。以下同じ。

）又は個別帰属法人税額（同項第４号の２に規定

する個別帰属法人税額をいう。以下同じ。）が年

１，０００万円以下のものに対する当該事業年度

分若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の

法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法

 人税割額から当該法人税割額に８．４分の２．４

を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額

とする。

第２３条 前条の場合において、資本金の額若しく

は出資金の額が１億円以下である法人若しくは資

本若しくは出資を有しない法人（保険業法に規定

する相互会社を除く。）又は第１４条第３項にお

いて法人とみなされるものであって、かつ、法人

税割の課税標準となる法人税額（法第２９２条第

１項第４号に規定する法人税額をいう。以下同じ。

）又は個別帰属法人税額（同項第４号の２に規定

する個別帰属法人税額をいう。以下同じ。）が年

１，０００万円以下のものに対する当該事業年度

分若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の

法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法

人税割額から当該法人税割額に１２．１分の２．

４を乗じて計算した額に相当する額を控除した金

額とする。

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又

は決定及びこれらに係る延滞金の徴収）

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又

は決定及びこれらに係る延滞金の徴収）

第３６条 普通徴収の方法によって徴収する個人の

市民税について所得税の納税義務者が提出した修

第３６条 普通徴収の方法によって徴収する個人の

市民税について所得税の納税義務者が提出した修



正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若

しくは決定に関する書類を法第３２５条の規定に

より閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦

課する必要を認めた場合には、既に第２６条第１

号ただし書若しくは第２号又は第２７条の規定を

適用して個人の市民税を賦課していた場合を除く

ほか、直ちに変更による不足税額又は賦課される

べきであった税額のうちその決定があった日まで

の納期に係る分（以下この条において「不足税額

」という。）を追徴する。

正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若

しくは決定に関する書類を法第３２５条の規定に

より閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しく

は賦課する必要を認めた場合においては、既に第

２６条第１号ただし書若しくは第２号又は第２７

条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた

場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は

賦課されるべきであった税額のうちその決定があ

った日までの納期に係る分（次項において「不足

税額」と総称する。）を追徴する。

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定が

あった日までの納期の数で除して得た額に第３３

条の各納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。次項及び第４項にお

いて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、年１４．６パーセント（当該不足税額

に係る納税通知書において納付すべきこととされ

る日までの期間又はその日の翌日から１月を経過

する日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して徴収する。

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定が

あった日までの納期の数で除して得た額に第３３

条の各納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。次項において同じ。

）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

年１４．６パーセント（当該不足税額に係る納税

通知書において納付すべきこととされる日までの

期間又はその日の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年は７．３パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加

算して徴収する。

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他

不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還

付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税に

ついての調査があったことにより当該所得税につ

いて更正があるべきことを予知して提出した当該

申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を

受けた後に提出した当該申告書を除く。）を提出

し、又は国の税務官署が所得税の更正（偽りその

他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の

還付を受けた所得税の納税義務者についてされた

当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった

後にされた当該所得税に係る更正を除く。）をし

たことに基因して、第３３条の各納期限から１年

を経過する日後に第１項の規定によりその賦課し

た税額を変更し、又は賦課した場合には、当該１

年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税

額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、

前項に規定する期間から控除する。

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他

不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還

付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税に

ついての調査があったことにより当該所得税につ

いて更正があるべきことを予知して提出した当該

申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を

受けた後に提出した当該申告書を除く。）を提出

し、又は国の税務官署が所得税の更正（偽りその

他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の

還付を受けた所得税の納税義務者についてされた

当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった

後にされた当該所得税に係る更正を除く。）をし

たことに基因して、第３３条の各納期限から１年

を経過する日後に第１項の規定によりその賦課し

た税額を変更し、又は賦課した場合には、当該１

年を経過する日の翌日から第１項に規定する不足

税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

は、前項に規定する期間から控除する。

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が

修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税

の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、

これに類するものを含む。以下この項において「

増額更正」という。）をしたとき（国の税務官署

が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるも

のに限り、これに類するものを含む。以下この項

において「減額更正」という。）をしたことに基

因して、第１項の規定によりその賦課した税額が

減少した後に、その賦課した税額が増加したとき

に限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減

額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因



して変更した税額を控除した金額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相

当する税額に限る。以下この項において同じ。）

については、次に掲げる期間（令第４８条の９の

９第４項各号に掲げる市民税にあっては、第１号

に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。

 第３３条の各納期限の翌日から当該減額更正

に基因して変更した税額に係る納税通知書が発

せられた日までの期間

 当該減額更正に基因して変更した税額に係る

納税通知書が発せられた日（当該減額更正が更

正の請求に基づくものである場合には、同日の

翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら増額更正に基因して変更した税額に係る納税

通知書が発せられた日までの期間

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（

同条第２１項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

においては、当該税金に係る同条第１項、第２項、

第４項又は第１９項に規定する納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された納期限とす

る。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該税額に年１４．６パーセント（申告書を

提出した日（同条第２３項の規定の適用がある場

合において、当該申告書がその提出期限前に提出

されたときは、当該提出期限）までの期間又はそ

の期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て施行規則第２２号の４様式による納付書によっ

て納付しなければならない。

３ 法第３２１条の８第２２項の申告書（同条第２

１項の規定による申告書を含む。以下この項にお

いて同じ。）に係る税金を納付する場合において

は、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項

又は第１９項に規定する納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限とする。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当

該税額に年１４．６パーセント（申告書を提出し

た日（同条第２３項の規定の適用がある場合で当

該申告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して施行規則第２２

号の４様式による納付書によって納付しなければ

ならない。

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８

第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には、当該申告書の提出期限

）の翌日から１年を経過する日後に同条第２２項

に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２

１条の１１第１項又は第３項の規定による更正が

あるべきことを予知して当該申告書を提出した場

合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３項

の規定の適用がある場合において、当該申告書が

その提出期限前に提出されたときは、当該申告書

の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８

第１項、第２項、第４項又は第１９項の申告書を

提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出

された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日

から１年を経過する日後に同条第２２項の申告書

を提出したときは、詐偽その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきことを予

知して当該申告書を提出した場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した

日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用があ

る場合で当該申告書がその提出期限前に提出され

たときは、当該申告書の提出期限）までの期間は、

延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。



５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１

項若しくは第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額

の納付があった日（その日が当該申告に係る市

民税の納期限より前である場合には、当該納期

限）の翌日から当該減額更正の通知をした日ま

での期間

 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書

を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規

定の適用がある場合において、当該修正申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該修

正申告書の提出期限）までの期間

６ ［略］ ５ ［略］

７ ［略］ ６ ［略］

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第４６条 ［略］ 第４６条 ［略］

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項に規定する納期限とし、

納期限の延長があった場合には、その延長された

納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項に規

定する納期限までの期間又は当該納期限の翌日か

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額についても同条第１項、

第２項又は第４項に規定する納期限によるものと

する。なお、納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（前項に規定する納期限までの期間又は当該納期



ら１月を経過する日までの期間については、年７

．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。

限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付しな

ければならない。

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１

項又は第３項の規定による更正の通知をした日が、

法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第

１９項に規定する申告書を提出した日（当該申告

書がその提出期限前に提出された場合には、当該

申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日

後であるときは、詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた場合を除き、当該１年を経過する日

の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正

申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定がされたこと（同条第２項又は第４項に規定

する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合

には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係

がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６

の７に規定する連結親法人をいう。以下この項に

おいて同じ。）若しくは連結完全支配関係があっ

た連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、

又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。

次項第２号において同じ。）による更正に係るも

のにあっては、当該修正申告書を提出した日又は

国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日

）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間

から控除する。

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１

項又は第３項の規定による更正の通知をした日が、

法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第

１９項の申告書を提出した日（当該申告書がその

提出期限前に提出された場合には、当該申告書の

提出期限）の翌日から１年を経過する日後である

ときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日か

ら当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を

提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がさ

れたこと（同条第２項又は第４項の申告書を提出

すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該

連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結

親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定

する連結親法人をいう。以下この項において同じ。

）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人

が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税

に係る更正若しくは決定を受けたこと）による更

正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出

した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通

知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１５の５第３項に規定

する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額

の納付があった日（その日が当該申告に係る市

民税の納期限より前である場合には、当該納期

限）の翌日から当該減額更正の通知をした日ま



での期間

 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書

に係る更正の通知をした日までの期間

（市民税の減免） （市民税の減免）

第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して、市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を受けようとする事由を証明する

書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人に

あっては、名称、事務所又は事業所の所在地及

び法人番号）

 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人

番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号

をいう。）又は法人番号

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

第６３条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２

若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６号の

固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設

置する医療関係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。）について同項本文の規定

の適用を受けようとする者は、土地については第

１号及び第２号に、家屋については第３号及び第

４号に、償却資産については第５号及び第６号に

掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋

又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、

公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若

しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公

的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に

規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財

団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法

第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。

以下この条において同じ。）に該当するものに限

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該

当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政

法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは

健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合

若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准

看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床

検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成

所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財

団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若

第６３条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２

又は第１２号の固定資産について同項本文の規定

の適用を受けようとする者は、土地については第

１号及び第２号に、家屋については第３号及び第

４号に、償却資産については第５号及び第６号に

掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋

又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、

公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若

しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公

的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に

規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財

団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法

第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。

以下この条において同じ。）に該当するものに限

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該

当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政

法人労働者健康福祉機構、健康保険組合若しくは

健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合

若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准

看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床

検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成

所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財

団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若

しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法

（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博

物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公



しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法

（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博

物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公

益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下

この条において「学校法人等」という。）の所有

に属しないものである場合においては、当該土地、

家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用

させていることを証明する書類を添付して、市長

に提出しなければならない。

益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下

この条において「学校法人等」という。）の所有

に属しないものである場合においては、当該土地、

家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用

させていることを証明する書類を添付して、市長

に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくな

った固定資産の所有者がすべき申告）

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくな

った固定資産の所有者がすべき申告）

第６６条 法第３４８条第２項第３号、第９号から

第１０号の１０まで、第１１号の３から第１１号

の５まで、第１２号又は第１６号の固定資産とし

て同項本文の規定の適用を受けていた固定資産に

ついて、当該各号に掲げる用途に供しないことと

なった場合又は有料で使用させることとなった場

合においては、当該固定資産の所有者は、その旨

を直ちに市長に申告しなければならない。

第６６条 法第３４８条第２項第３号、第９号から

第１０号の１０まで、第１１号の３から第１１号

の５まで又は第１２号の固定資産として同項本文

の規定の適用を受けていた固定資産について、当

該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合

又は有料で使用させることとなった場合において

は、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市

長に申告しなければならない。

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等）

第８８条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対

し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能

割によって、原動機付自転車、軽自動車、小型特

殊自動車及び２輪の小型自動車（以下軽自動車税

について「軽自動車等」という。）に対し、当該

軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

第８８条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動

車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下

軽自動車税について「軽自動車等」という。）に

対し、その所有者に課する。

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者に

は、法第４４３条第２項に規定する者を含まない

ものとする。

２ 軽自動車等の売買があった場合において、売主

が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、

軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽

自動車等の所有者とみなす。

３ 軽自動車等の所有者が、法第４４５条第１項の

規定により種別割を課することができない者であ

る場合には、第１項の規定にかかわらず、その使

用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、これを課さない。

３ 軽自動車等の所有者が、法第４４３条第１項の

規定により軽自動車税を課することができない者

である場合においては、その使用者に課する。た

だし、公用又は公共の用に供するものについては、

これを課さない。

 （軽自動車税のみなす課税）

第８８条の２ 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前

条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者

（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自

動車等について、買主の変更があったときは、新

たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者

又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税



を課する。

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以

下この項において「販売業者等」という。）が、

その製造により取得した３輪以上の軽自動車又は

その販売のためその他運行（道路運送車両法第２

条第５項に規定する運行をいう。次項において同

じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上

の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４

４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた

場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適

用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。

）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課する。

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した

者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行地内に

持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪

以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課

する。

（種別割の課税免除） （軽自動車税の課税免除）

第９０条 商品であって使用しない軽自動車等に対

しては、種別割を課さない。

第９０条 商品であって使用しない軽自動車等に対

しては、軽自動車税を課さない。

 （環境性能割の課税標準）

第９０条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪以上

の軽自動車の取得のために通常要する価額として

施行規則第１５条の１０に定めるところにより算

定した金額とする。

 （環境性能割の税率）

第９０条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号

に定める率とする。

 法第４５１条第１項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも

の １００分の１

 法第４５１条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも

の １００分の２

 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるも

の １００分の３

 （環境性能割の徴収の方法）

第９０条の４ 環境性能割の徴収については、申告

納付の方法によらなければならない。

 （環境性能割の申告納付）

第９０条の５ 環境性能割の納税義務者は、法第４

５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動車の



区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、

施行規則第３３号の４様式による申告書を市長に

提出するとともに、その申告に係る環境性能割額

を納付しなければならない。

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納

税義務者を除く。）は、法第４５４条第１項各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、施行規則第３３号の４様式による報告書

を市長に提出しなければならない。

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料）

第９０条の６ 環境性能割の納税義務者が前条の規

定により申告し、又は報告すべき事項について正

当な事由がなく申告又は報告をしなかった場合は、

その者を１０万円以下の過料に処する。

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納

入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日か

ら１０日以内とする。

 （環境性能割の減免）

第９０条の７ 市長は、第９６条第１項各号又は第

９７条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上

のものに限る。）のうち必要と認めるものに対し

ては、環境性能割を減免する。

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるた

めの手続その他必要な事項については、規則で定

める。

 （種別割の税率）  （軽自動車税の税率）

第９１条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する種別割の税率は、１台について、当該各号に

定める額とする。

第９１条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる

軽自動車等に対し、１台について、当該各号に定

める額とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （種別割の賦課期日及び納期）  （軽自動車税の賦課期日及び納期）

第９２条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 第９２条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とす

る。

２ 種別割の納期は、５月１日から同月３１日まで

とする。

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月３１日

までとする。

 （種別割の徴収の方法）  （軽自動車税の徴収の方法）

第９３条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収

する。

第９３条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって

徴収する。

 （種別割に関する申告又は報告）  （軽自動車税に関する申告又は報告）

第９４条 種別割の納税義務者である軽自動車等の

所有者又は使用者（以下この節において「軽自動

車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所

第９４条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車

等の所有者又は使用者（以下この節において「軽

自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等



有者等となった日から１５日以内に、軽自動車及

び２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあって

は施行規則第３３号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の５様式によ

る申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。

の所有者等となった日から１５日以内に、軽自動

車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあ

っては施行規則第３３号の４様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の５様式によ

る申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項に

ついて変更があった場合においては、その事由が

生じた日から１５日以内に、当該変更があった事

項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４の

２様式による申告書、原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則

第３３号の５様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、次項の規定により申告

書を提出すべき場合については、この限りでない。

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項に

ついて変更があった場合においては、その事由が

生じた日から１５日以内に、当該変更があった事

項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４様

式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３

３号の５様式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、次項の規定により申告書を

提出すべき場合については、この限りでない。

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自

動車等の所有者等でなくなった日から３０日以内

に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の４の２様式

による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４

号様式による申告書を市長に提出しなければなら

ない。

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自

動車等の所有者等でなくなった日から３０日以内

に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の４様式によ

る申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第３４号様

式による申告書を市長に提出しなければならない。

４ 第８８条の２第１項に規定する軽自動車等の売

主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は

居所が不明であることを理由として請求があった

場合には、当該請求があった日から１５日以内に

次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出し

なければならない。

４ 第８８条第２項に規定する軽自動車等の売主は、

市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が

不明であることを理由として請求があった場合に

は、当該請求があった日から１５日以内に次に掲

げる事項を記載した報告書を市長に提出しなけれ

ばならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （種別割に係る不申告等に関する過料）  （軽自動車税に係る不申告等に関する過料）

第９５条 軽自動車等の所有者等又は第８８条の２

第１項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定

により申告し、又は報告すべき事項について正当

な事由がなく申告又は報告をしなかった場合は、

その者を１０万円以下の過料に処する。

第９５条 軽自動車等の所有者等又は第８８条第２

項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によ

り申告し、又は報告すべき事項について正当な事

由がなく申告又は報告をしなかった場合は、その

者を１０万円以下の過料に処する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

（種別割の減免） （軽自動車税の減免）

第９６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

と認めた場合は、種別割を減免することができる。

第９６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

と認めた場合は、軽自動車税を減免することがで

きる。

 ～  ［略］  ～  ［略］

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を受けようとする事由を証明する

２ 前項の規定により軽自動車税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明



書類を添付して、市長に提出しなければならない。 する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。

 ～  ［略］  ～  ［略］

３ 第１項の規定により種別割の減免を受けた者は、

その事由が消滅した場合においては、直ちにその

旨を市長に申告しなければならない。

３ 第１項の規定により軽自動車税の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合においては、直ち

にその旨を市長に申告しなければならない。

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）

第９７条 市長は、次に掲げる軽自動車等に対して

は、種別割を減免することができる。ただし、第

１号の場合にあっては、同号に掲げる者が法第１

７７条の１７の規定による道府県の条例（法第１

条第２項において読み替えて準用される法第１７

７条の１７の規定による都の条例を含む。）で定

めるところにより身体障害者等に対する自動車税

の種別割の減免を受ける自動車を有する場合を除

く。

第９７条 市長は、次に掲げる軽自動車等に対して

は、軽自動車税を減免することができる。ただし、

第１号の場合にあっては、同号に掲げる者が法第

１６２条の規定による道府県の条例の定めるとこ

ろにより身体障害者等に対する自動車税の減免を

受ける自動車を有する場合を除く。

 ・  ［略］  ・  ［略］

２ 前項第１号の規定により種別割の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに、市長に対して、身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第

１５条の規定により交付された身体障害者手帳（

戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号

）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付を受けていない

ものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この

項において「身体障害者手帳」という。）、厚生

労働大臣の定めるところにより交付された療育手

帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（

昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この

項において「精神障害者保健福祉手帳」という。

）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体障害者又は

身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障

害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。

２ 前項第１号の規定により軽自動車税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対して、

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。）、厚

生労働大臣の定めるところにより交付された療育

手帳（以下この項において「療育手帳」という。

）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」という。

）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体障害者又は

身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障

害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。

 ～  ［略］  ～  ［略］

３ 前条第２項の規定は、第１項第２号の規定によ

り種別割の減免を受けようとする者について準用

する。

３ 前条第２項の規定は、第１項第２号の規定によ

り軽自動車税の減免を受けようとする者について

準用する。

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定により種別

割の減免を受けている者について準用する。

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定により軽自

動車税の減免を受けている者について準用する。

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等）

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等）



第９８条 ［略］ 第９８条 ［略］

２ 法第４４５条若しくは第８９条又は第８８条第

３項ただし書の規定により種別割を課することの

できない原動機付自転車等の所有者又は使用者は、

その主たる定置場が、市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から１５日以内

に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、

当該原動機付自転車等の提示をして、その車体に

取り付けるべき標識の交付を受けなければならな

い。種別割を課されるべき原動機付自転車等が法

第４４５条若しくは第８９条又は第８８条第３項

ただし書の規定により種別割を課されないことと

なったときにおける当該原動機付自転車等の所有

者又は使用者についても、同様とする。

２ 法第４４３条若しくは第８９条又は第８８条第

３項ただし書の規定により軽自動車税を課するこ

とのできない原動機付自転車等の所有者又は使用

者は、その主たる定置場が、市内に所在すること

となったときは、その事由が発生した日から１５

日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、

かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、その

車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければ

ならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自

転車等が法第４４３条若しくは第８９条又は第８

８条第３項ただし書の規定により軽自動車税を課

されないこととなったときにおける当該原動機付

自転車等の所有者又は使用者についても、同様と

する。

３～６ ［略］ ３～６ ［略］

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が

市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車等を所有し、若しくは使用しないことと

なったとき又は当該原動機付自転車等に対して種

別割が課されることとなったときは、その事由が

発生した日から１５日以内に、市長に対し、その

標識及び証明書を返納しなければならない。

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が

市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車等を所有し、若しくは使用しないことと

なったとき又は当該原動機付自転車等に対して軽

自動車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、

その標識及び証明書を返納しなければならない。

８・９ ［略］ ８・９ ［略］

 （特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免）

第１２０条 ［略］ 第１２０条 ［略］

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び法人番号（法人番

号を有しない者にあっては、住所又は事務所若

しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）

 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号（番号法

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下

この号において同じ。）又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又

は名称）

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

 （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）  （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）

第１４８条 市内において事業所等を新設し、又は

廃止した者（法第７０１条の３４第１項に規定す

る法人及び同条第２項に規定する公益法人等又は

人格のない社団等で収益事業を行わないもの並び

に事業年度の中途において解散若しくは合併した

法人又は年の中途において事業を廃止した個人で、

第１４８条 市内において事業所等を新設し、又は

廃止した者（法第７０１条の３４第１項に規定す

る法人及び同条第２項に規定する公益法人等又は

人格のない社団等で収益事業を行わないもの並び

に事業年度の中途において解散若しくは合併した

法人又は年の中途において事業を廃止した個人で、



第１４３条第１項又は第２項の規定により事業所

税を申告納付するべきものを除く。）は、その新

設又は廃止の日から１月以内に、次に掲げる事項

を市長に申告しなければならない。

第１４３条第１項又は第２項の規定により事業所

税を申告納付するべきものを除く。）は、その新

設又は廃止の日から１月以内に、次に掲げる事項

を市長に申告しなければならない。

 申告者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び法人番号（法人番号を有しない者に

あっては、申告者の住所又は事業所等の所在地

及び氏名又は名称）

 申告者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、申告者の

住所又は事業所等の所在地及び氏名又は名称）

  ～  ［略］   ～  ［略］

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付け

を行う者は、新たに貸付けを行うこととなった事

業所用家屋に関し、当該貸付けを行った日から２

月以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなけれ

ばならない。

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付け

を行う者は、新たに貸付けを行うこととなった事

業所用家屋に関し、当該貸付けを行った日から２

月以内に、次に掲げる事項を市長に申告しなけれ

ばならない。

貸付けを行う者の住所又は事業所等の所在地、

氏名又は名称及び法人番号（法人番号を有しな

い者にあっては、住所又は事業所等の所在地及

び氏名又は名称）

貸付けを行う者の住所又は事業所等の所在地、

氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所又は事業所等の所在地及び氏名又は名称）

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

（事業所税の減免） （事業所税の減免）

第１５０条 ［略］ 第１５０条 ［略］

２ 前項の規定により事業所税の減免を受けようと

する者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。

２ 前項の規定により事業所税の減免を受けようと

する者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。

 申請者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び法人番号（法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事業所等の所在地及び氏名

又は名称）

 申請者の住所又は事業所等の所在地、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所又は

事業所等の所在地及び氏名又は名称）

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

（都市計画税の納税義務者等） （都市計画税の納税義務者等）

第１５２条 ［略］ 第１５２条 ［略］

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る

固定資産税の課税標準となるべき価格（法第３４

９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項か

ら第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１

項まで、第３３項又は第３４項の規定の適用を受

ける土地又は家屋にあっては、その価格に当該各

項に定める率を乗じて得た額）をいい、前項の「

所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産

税について法第３４３条において所有者又は所有

者とみなされる者をいう。

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る

固定資産税の課税標準となるべき価格（法第３４

９条の３第１０項から第１２項まで、第２３項、

第２４項、第２６項、第２８項又は第３０項から

第３３項までの規定の適用を受ける土地又は家屋

にあっては、その価格に当該各項に定める率を乗

じて得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当

該土地又は家屋に係る固定資産税について法第３

４３条において所有者又は所有者とみなされる者

をいう。

３・４ ［略］ ３・４ ［略］



   附 則    附 則

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例）

第１２条 平成３０年度から平成３４年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第２０条の

規定による控除については、その者の選択により、

同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（

第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第４条の４第３項の規定により読

み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第

２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定

を適用することができる。

第１２条から第１４条まで 削除

第１３条及び第１４条 削除

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める

割合）

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める

割合）

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

 ［略］

法附則第１５条第２項第７号  ［略］

 ［略］

法附則第１５条第３１項  ［略］

法附則第１５条第３３項第１号 ３分の２

法附則第１５条第３３項第２号 ２分の１

 ［略］

法附則第１５条第４０項  ［略］

法附則第１５条第４２項 ５分の４

 ［略］

 ［略］

法附則第１５条第２項第６号  ［略］

 ［略］

法附則第１５条第３１項  ［略］

 ［略］

法附則第１５条第４０項  ［略］

 ［略］

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２～８ ［略］ ２～８ ［略］

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。

 ～  ［略］  ～  ［略］

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則  熱損失防止改修工事に要した費用



第１２条第３６項に規定する補助金等

 ［略］  ［略］

１０ ［略］ １０ ［略］

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

第３１条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわらず、

県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例によ

り、行うものとする。

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

第３１条の３ 市長は、当分の間、第９０条の７の

規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能

割を減免する自動車に相当するものとして市長が

定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車

税の環境性能割を減免する。

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）

第３１条の４ 第９０条の５の規定による申告納付

については、当分の間、同条中「市長」とあるの

は、「県知事」とする。

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交

付）

第３１条の５ 市は、県が軽自動車税の環境性能割

の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用

を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に

掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交

付する。

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）

第３１条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対す

る第９０条の３の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第９０条

の３（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、当分の間、同号中「１００分の３」

とあるのは、「１００分の２」とする。

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例）

第３２条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

４４４条第３項に規定する車両番号の指定（以下

この条において「初回車両番号指定」という。）

第３２条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両

番号の指定（以下この条において「初回車両番号



を受けた月から起算して１４年を経過した月の属

する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係

る第９１条の規定の適用については、当分の間、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

指定」という。）を受けた月から起算して１４年

を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動

車税に係る第９１条の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

 ［略］  ［略］ 

２ 法附則第３０条第３項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

２ 法附則第３０条第３項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

 ［略］  ［略］ 

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる法第４４６

条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以

下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」

という。）のうち３輪以上のものに対する第９１

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、

平成２９年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。次項において同じ。）に対する第

９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 ［略］  ［略］ 

４ 法附則第３０条第５項各号に掲げるガソリン軽

自動車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用

を受けるものを除く。）に対する第９１条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成

２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成２

９年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

４ 法附則第３０条第５項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。

）に対する第９１条の規定の適用については、当

該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。

 ［略］  ［略］ 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２

９年度までの各年度分の都市計画税の特例）

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２

９年度までの各年度分の都市計画税の特例）

第４５条 宅地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅

地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について

法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に１００分

第４５条 宅地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅

地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について

法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に１００分



の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画

税額」という。）を超える場合には、当該宅地等

調整都市計画税額とする。

の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画

税額」という。）を超える場合には、当該宅地等

調整都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

２７年度から平成２９年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。

）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税

額を超える場合にあっては、前項の規定にかかわ

らず、当該都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

２７年度から平成２９年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第２０項を除く。

）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税

額を超える場合にあっては、前項の規定にかかわ

らず、当該都市計画税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

２７年度から平成２９年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じ

て得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に満

たない場合にあっては、第１項の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

２７年度から平成２９年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じ

て得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に満

たない場合にあっては、第１項の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．６以上０．７以下のものに係る平成２

７年度から平成２９年度までの各年度分の都市計

画税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３（

第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．６以上０．７以下のものに係る平成２

７年度から平成２９年度までの各年度分の都市計

画税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３（

第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額とする。



５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．７を超えるものに係る平成２７年度か

ら平成２９年度までの各年度分の都市計画税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．７を超えるものに係る平成２７年度か

ら平成２９年度までの各年度分の都市計画税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額とする。

 （農地に対して課する平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の特例）

 （農地に対して課する平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の都市計画税の特例）

第４７条 農地に係る平成２７年度から平成２９年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に

係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１９項

を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける農地であるときは、当

該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額（以下「農地調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整都市計画税額とする。

第４７条 農地に係る平成２７年度から平成２９年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に

係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第２０項

を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける農地であるときは、当

該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額（以下「農地調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整都市計画税額とする。

 ［略］  ［略］ 

第４９条 市街化区域農地に係る平成２７年度から

平成２９年度までの各年度分の都市計画税の額は、

前条の規定により附則第２７条の規定の例により

算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課

税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分

の２の額に１００分の５を乗じて得た額を加算し

た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。

）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市

第４９条 市街化区域農地に係る平成２７年度から

平成２９年度までの各年度分の都市計画税の額は、

前条の規定により附則第２７条の規定の例により

算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課

税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分

の２の額に１００分の５を乗じて得た額を加算し

た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第２０項を除く。

）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市



計画税額」という。）を超える場合には、当該市

街化区域農地調整都市計画税額とする。

計画税額」という。）を超える場合には、当該市

街化区域農地調整都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街

化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格の３分の２の額に１０分の２を乗じ

て得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第１９項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合にあっては、

前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街

化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格の３分の２の額に１０分の２を乗じ

て得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第２０項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合にあっては、

前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。

 （読替規定）  （読替規定）

第５４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第

３２項、第３６項、第３７項、第４２項若しくは

第４５項、第１５条の２第２項又は第１５条の３

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第１５２条第２項中「又は第３４項」とあるのは、

「若しくは第３４項又は法附則第１５条から第１

５条の３まで」とする。

第５４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第

３２項、第３６項、第３７項若しくは第４２項、

第１５条の２第２項又は第１５条の３の規定の適

用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５２

条第２項中「又は第３０項から第３３項まで」と

あるのは、「若しくは第３０項から第３３項まで

又は法附則第１５条から第１５条の３まで」とす

る。

 （さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年さいたま市条例第

４５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

  附 則   附 則

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運

送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運

送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課



する軽自動車税の種別割に係るさいたま市市税条

例第９１条及び附則第３２条第１項の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

する軽自動車税に係る改正後の条例第９１条及び

改正後の条例附則第３２条第１項の規定の適用に

ついては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

第９１条第２号ア  ［略］ 

附則第３２条第１項の表以外の

部分 

附則第３２条第１項の表第９１

条第２号アの項 

改正後の条例第９１条第２号ア  ［略］ 

改正後の条例附則第３２条第１

項の表以外の部分 

改正後の条例附則第３２条第１

項の表第９１条第２号アの項 

第３条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年さいたま市条例第

４４号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

  附 則   附 則

 （市たばこ税に関する経過措置）  （市たばこ税に関する経過措置）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合に

おいては、同項から前項までに規定するもののほ

か、さいたま市市税条例第１１条、第１０６条第

４項及び第５項、第１０６条の２並びに第１０９

条の規定を適用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合に

おいては、同項から前項までに規定するもののほ

か、改正後の条例第１１条、第１０６条第４項及

び第５項、第１０６条の２並びに第１０９条の規

定を適用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

 ［略］

第１１条

第３号

第４５条第１項の申

告書（法第３２１条

の８第２２項及び第

２３項の申告書を除

く。）、第９０条の

５第１項の申告書、

第１０６条第１項若

しくは第２項の申告

書、第１１９条第１

項の申告書又は第１

 ［略］

 ［略］

第１１条

第３号

第４５条第１項の申

告書（法第３２１条

の８第２２項及び第

２３項の申告書を除

く。）、第１０６条

第１項若しくは第２

項の申告書、第１１

９条第１項の申告書

又は第１４３条第１

項若しくは第２項の

 ［略］



４３条第１項若しく

は第２項の申告書で

その提出期限

 ［略］

申告書でその提出期

限

 ［略］

８～１４ ［略］ ８～１４ ［略］

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。

 第１条中第４７条第２項、第６３条、第６６条、第１２０条第２項、第１４８

条第１項及び第２項、第１５０条第２項並びに第１５２条第２項の改正並びに附

則第１８条の２、第１９条第９項、第４５条、第４７条、第４９条及び第５４条

の改正並びに附則第３条の規定 公布の日

 第１条中第３６条、第４５条及び第４６条の改正並びに次条第１項及び第４項

の規定 平成２９年１月１日

 第１条中第９条、第１１条、第２２条、第２３条第１項及び第８８条の改正、

同条の次に１条を加える改正、第９０条の改正、同条の次に６条を加える改正並

びに第９１条から第９８条までの改正並びに附則第３１条の次に５条を加える改

正及び附則第３２条の改正並びに第２条及び第３条の規定並びに次条第３項及び

附則第４条の規定 平成２９年４月１日

 第１条中附則第１２条から第１４条までの改正及び次条第２項の規定 平成３

０年１月１日

 （市民税に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第３６条第４項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第２項に規定す

る納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。

２ 改正後の条例附則第１２条の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税

について適用する。

３ 改正後の条例第２２条及び第２３条第１項の規定は、平成２９年４月１日以後に

開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人



の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前

に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

４ 改正後の条例第４５条第５項及び第４６条第４項の規定は、平成２９年１月１日

以後に改正後の条例第４５条第３項又は第４６条第２項に規定する納期限が到来す

る法人の市民税に係る延滞金について適用する。

 （固定資産税に関する経過措置）

第３条 改正後の条例附則第１８条の２の表（法附則第１５条第３３項第１号の項及

び法附則第１５条第３３項第２号の項に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以

後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１

３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「

改正後の法」という。）附則第１５条第３３項第１号イ及び第２号イに規定する設

備に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

２ 改正後の条例附則第１９条第９項第５号の規定は、平成２８年４月１日以後に改

修される改正後の法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同

条第１０項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成２９年度以後の年度

分の固定資産税について適用する。

 （軽自動車税に関する経過措置）

第４条 改正後の条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、平成２９年

４月１日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性

能割について適用する。

２ 改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成２９年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成２８年度分までの軽自動車税に

ついては、なお従前の例による。



さいたま市条例第３０号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１～６０の２ ［略］

６１ 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律（平

成２０年法律第８７号。

以下「長期優良住宅法」

という。）第５条第１項

から第３項までの規定に

よる長期優良住宅建築等

計画の認定の申請に対す

る審査（次項、第６２項

の２及び第６３項に規定

するものを除く。）

１戸につき次に

掲げる額を認定の

申請の住戸の数（

以下「申請戸数」

という。）で除し

て得た額（その額

に１００円未満の

端数があるときは、

これを切り捨てた

額。次項から第６

５項までにおいて

同じ。）

 一戸建てのもの

 ア 新築の場合

 イ 増築又は改築の場

  合

５７，０００円

８５，０００円

 一戸建て以外のもの

ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合 

１２７，０００円

１９４，０００円

イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

事務の種類 手数料の額

１～６０の２ ［略］

６１ 長期優良住宅の普及

の促進に関する法律（平

成２０年法律第８７号。

以下「長期優良住宅法」

という。）第５条第１項

から第３項までの規定に

よる長期優良住宅建築等

計画の認定の申請に対す

る審査（次項、第６２項

の２及び第６３項に規定

するものを除く。）

１戸につき次に

掲げる額を認定の

申請の住戸の数（

以下「申請戸数」

という。）で除し

て得た額（その額

に１００円未満の

端数があるときは、

これを切り捨てた

額。次項から第６

５項までにおいて

同じ。）

 一戸建てのもの ５７，０００円

 一戸建て以外のもの

ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの

１２７，０００円

イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

２００，０００円



(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

２００，０００円

３０６，０００円

ウ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，５００

平方メートル以下の

もの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

３８９，０００円

５９９，０００円

エ 床面積の合計が２

，５００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以下の

もの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

６９２，０００円

１，０６８，００

０円

オ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

１，１８５，００

０円

１，８３２，００

０円

カ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

２，１８７，００

０円

３，３８４，００

０円

キ 床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル以

下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

３，１２３，００

０円

４，８３２，００

０円

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの

ウ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，５００

平方メートル以下の

もの

３８９，０００円

エ 床面積の合計が２

，５００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以下の

もの

６９２，０００円

オ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの

１，１８５，００

０円

カ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のもの

２，１８７，００

０円

キ 床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル以

下のもの

３，１２３，００

０円

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの

３，８２４，００

０円



(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

    場合

３，８２４，００

０円

５，９１９，００

０円

６２ 長期優良住宅法第５

条第１項から第３項まで

の規定による長期優良住

宅建築等計画の認定の申

請に対する審査で、住宅

の品質確保の促進等に関

する法律（平成１１年法

律第８１号。以下「品確

法」という。）第５条第

１項に規定する登録住宅

性能評価機関により長期

優良住宅法第６条第１項

各号に掲げる基準に適合

すると認められているも

の

１戸につき次に

掲げる額を申請戸

数で除して得た額

 一戸建てのもの

ア 新築の場合

 イ 増築又は改築の場

  合

６，０００円

１０，０００円

 一戸建て以外のもの

ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

１３，０００円

２１，０００円

イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

２４，０００円

３７，０００円

ウ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，５００

平方メートル以下の

もの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

３５，０００円

５４，０００円

エ 床面積の合計が２

，５００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以下の

６２ 長期優良住宅法第５

条第１項から第３項まで

の規定による長期優良住

宅建築等計画の認定の申

請に対する審査で、住宅

の品質確保の促進等に関

する法律（平成１１年法

律第８１号。以下「品確

法」という。）第５条第

１項に規定する登録住宅

性能評価機関により長期

優良住宅法第６条第１項

各号に掲げる基準に適合

すると認められているも

の

１戸につき次に

掲げる額を申請戸

数で除して得た額

 一戸建てのもの ６，０００円

 一戸建て以外のもの

ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの

１３，０００円

イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

２４，０００円

ウ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，５００

平方メートル以下の

もの

３５，０００円

エ 床面積の合計が２

，５００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以下の

６５，０００円



もの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

６５，０００円

１０１，０００円

オ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

１１２，０００円

１７４，０００円

カ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

１８５，０００円

２８７，０００円

キ 床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル以

下のもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

２２８，０００円

３５３，０００円

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの

(ア)  新築の場合 

(イ)  増築又は改築の

場合

２４３，０００円

３７７，０００円

６２の２～７２ ［略］

７３ 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省

エネ法」という。）第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定の申

請に対する審査（次項に

規定する審査を除く。）

 建築物省エネ法第３

０条第１項各号に掲げ

る基準に適合している

ことを示す書類が提出

 次に掲げる額を

合算して得た金額

もの

オ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの

１１２，０００円

カ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のもの

１８５，０００円

キ 床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル以

下のもの

２２８，０００円

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの

２４３，０００円

６２の２～７２ ［略］



された場合

ア 一戸建ての住宅

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

ウ 非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上１０，

０００平方メート

ル未満のもの 

(オ) 床面積の合計が

１０，０００平方

メートル以上２５

，０００平方メー

トル未満のもの 

(カ) 床面積の合計が

２５，０００平方

メートル以上のも

の

 前号以外の場合で、

５，０００円

１１，０００円

２３，０００円

５２，０００円

９４，０００円

１１，０００円

３１，０００円

９４，０００円

１４９，０００円

１８８，０００円

２３５，０００円



建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省

令（平成２８年経済産

業省・国土交通省令第

１号。以下この項、第

７５項及び第７７項に

おいて「省令」という。

）第８条第２号イ及び

ロに定める基準に適合

するもの

ア 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの 

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

 第１号以外の場合で、

省令第８条第１号イ 

及びロ に定める基準

に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅

部分

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

４０，０００円

４４，０００円

８０，０００円

１３５，０００円

２３０，０００円

３３０，０００円

２６７，０００円

４３２，０００円

６１６，０００円



ル以上５，０００平

方メートル未満のも

   の

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

 第１号以外の場合で、

省令第８条第１号イ 

及びロ に定める基準

に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅

部分

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

   の

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

７５９，０００円

８９８，０００円

１，０２４，００

０円

１０２，０００円

１７１，０００円

２７７，０００円

３６２，０００円

４３５，０００円

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

５１０，０００円

７４ 建築物省エネ法第２

９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

前項に規定する

合算して得た金額

に、第１号に定め



性能向上計画の認定の申

請（建築物省エネ法第３

０条第２項の規定による

申出を伴う申請に限る。

）に対する審査 

 次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める

  額 

  ア 床面積の合計が３

０平方メートル以下

のもの 

イ 床面積の合計が３

０平方メートルを超

え１００平方メート

ル以下のもの 

ウ 床面積の合計が１

００平方メートルを

超え２００平方メー

トル以下のもの 

エ 床面積の合計が２

００平方メートルを

超え５００平方メー

トル以下のもの 

オ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの

カ 床面積の合計が１

，０００平方メート

ルを超え２，０００

平方メートル以下の

もの 

キ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以下

のもの 

ク 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

る額を加算し、第

２号に掲げる場合

に該当するときは

同号に定める額を

更に加算して得た

金額

７，０００円

１４，０００円

２４，０００円

３１，０００円

５８，０００円

７８，０００円

２３５，０００円

４２０，０００円

 下のもの 

ケ 床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるもの 

７７７，０００円

 建築基準法第８７条

の２の昇降機に係る部

分が含まれる場合 

ア 昇降機を設置する １基ごとに１４



もの（イに掲げるも

のを除く。） 

イ 建築基準法第６条

第１項の規定による

確認を受けた昇降機

の計画を変更して昇

降機を設置するもの

，０００円（小荷

物専用昇降機につ

いては、５，００

０円）

１基ごとに７，

０００円（小荷物

専用昇降機につい

ては、４，０００

円）

７５ 建築物省エネ法第３

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査（

次項に規定する審査を除

く。）

 建築物省エネ法第３

０条第１項各号に掲げ

る基準に適合している

ことを示す書類が提出

された場合

ア 一戸建ての住宅

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの  

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

ウ 非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの

次に掲げる額を

合算して得た金額

２，５００円

５，５００円

１１，５００円

２６，０００円

４７，０００円

５，５００円

１５，５００円



(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上１０，

０００平方メート

ル未満のもの 

(オ) 床面積の合計が

１０，０００平方

メートル以上２５

，０００平方メー

トル未満のもの 

(カ) 床面積の合計が

２５，０００平方

メートル以上のも

の

 前号以外の場合で、

省令第８条第２号イ及

びロに定める基準に適

合するもの

ア 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの 

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

 第１号以外の場合で、

省令第８条第１号イ 

４７，０００円

７４，５００円

９４，０００円

１１７，５００円

２０，０００円

２２，０００円

４０，０００円

６７，５００円

１１５，０００円

１６５，０００円



及びロ に定める基準

に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅

部分

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

 第１号以外の場合で、

省令第８条第１号イ 

及びロ に定める基準

に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅

部分

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の

１３３，５００円

２１６，０００円

３０８，０００円

３７９，５００円

４４９，０００円

５１２，０００円

５１，０００円

８５，５００円

１３８，５００円

エ 床面積の合計が５ １８１，０００円

，０００平方メート

ル以上１０，０００



平方メートル未満の

もの

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

２１７，５００円

２５５，０００円

７６ 建築物省エネ法第３

１条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認

定の申請（同条第２項に

おいて準用する建築物省

エネ法第３０条第２項の

規定による申出を伴う申

請に限る。）に対する審

査

前項に規定する

合算して得た金額

に、第７４項第１

号に定める額を加

算し、同項第２号

に掲げる場合に該

当するときは同号

に定める額を更に

加算して得た金額

７７ 建築物省エネ法第３

６条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能に係る認定の申請に

対する審査

 建築物省エネ法第２

条第３号に掲げる基準

に適合していることを

示す書類が提出された

場合

ア 一戸建ての住宅

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

ウ 非住宅用途を含む

次に掲げる額を

合算して得た金額

５，０００円

１１，０００円

２３，０００円

５２，０００円

９４，０００円



建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上１０，

０００平方メート

ル未満のもの 

(オ) 床面積の合計が

１０，０００平方

メートル以上２５

，０００平方メー

トル未満のもの 

(カ) 床面積の合計が

２５，０００平方

メートル以上のも

の 

 前号以外の場合で、

省令第１条第１項第２

号イ 及びロ に定め

る基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 

(ア) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの

(イ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

１１，０００円

３１，０００円

９４，０００円

１４９，０００円

１８８，０００円

２３５，０００円

４０，０００円

４４，０００円

８０，０００円

１３５，０００円

２３０，０００円



２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

３３０，０００円

第１号以外の場合で、

省令第１条第１項第２

号イ 及びロ に定め

る基準に適合するもの

ア 一戸建ての住宅 

(ア) 床面積の合計が

２００平方メート

ル未満のもの 

(イ) 床面積の合計が

２００平方メート

ル以上のもの 

イ 住宅用途を含む建

築物の住宅部分 

(ア) 床面積の合計が

３００平方メート

ル未満のもの 

２０，０００円

２２，０００円

３８，０００円

(イ) 床面積の合計が

３００平方メート

ル以上２，０００

平方メートル未満

のもの 

(ウ) 床面積の合計が

２，０００平方メ

ートル以上５，０

００平方メートル

未満のもの 

(エ) 床面積の合計が

５，０００平方メ

ートル以上のもの

第１号以外の場合で、

省令第１条第１項第１

号イに定める基準に適

合する非住宅用途を含

む建築物の非住宅部分

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの 

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

６６，０００円

１２１，０００円

１８３，０００円

２６７，０００円

４３２，０００円

６１６，０００円



ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の 

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの 

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

０平方メートル未満

のもの 

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの 

第１号以外の場合で、

省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に適

合する非住宅用途を含

む建築物の非住宅部分

７５９，０００円

８９８，０００円

１，０２４，００

０円

ア 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの

イ 床面積の合計が３

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの

ウ 床面積の合計が２

，０００平方メート

ル以上５，０００平

方メートル未満のも

の

エ 床面積の合計が５

，０００平方メート

ル以上１０，０００

平方メートル未満の

もの

オ 床面積の合計が１

０，０００平方メー

トル以上２５，００

１０２，０００円

１７１，０００円

２７７，０００円

３６２，０００円

４３５，０００円

０平方メートル未満

のもの

カ 床面積の合計が２

５，０００平方メー

トル以上のもの

５１０，０００円

備考 ［略］ 備考 ［略］

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例別表第６１項、第

６２項及び第７３項から第７７項までの規定は、この条例の施行の日以後に申請の

あった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料

については、なお従前の例による。 



さいたま市条例第３１号 

さいたま市就学支援委員会条例の一部を改正する条例

さいたま市就学支援委員会条例（平成１３年さいたま市条例第１１５号）の一部を

次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（設置） （設置）

第１条 義務教育諸学校（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）に規定する小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学部若しくは中学部をいう。）に就学前

の者又は就学している者で障害があるものの適正

な就学に係る教育的支援を図るため、さいたま市

就学支援委員会（以下「支援委員会」という。）

を設置する。

第１条 義務教育諸学校（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）に規定する小学校、中学校又は特

別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。）に

就学前の者又は就学している者で障害があるもの

の適正な就学に係る教育的支援を図るため、さい

たま市就学支援委員会（以下「支援委員会」とい

う。）を設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第３２号 

   さいたま市図書館条例の一部を改正する条例

 さいたま市図書館条例（平成１３年さいたま市条例第１２３号）の一部を次のよう

に改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次 

第１章・第２章 ［略］ 

第３章 文化施設（第１５条―第２４条） 

第４章 図書館協議会（第２５条） 

第５章 補則（第２６条） 

附則 

目次 

第１章・第２章 ［略］ 

第３章 文化施設（第１５条―第２２条） 

第４章 図書館協議会（第２３条） 

第５章 補則（第２４条） 

附則 

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

［略］ 

さいたま市立大宮図

書館 

さいたま市大宮区吉

敷町１丁目１２４番

地１ 

［略］ 

２ ［略］ 

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

［略］ 

さいたま市立大宮図

書館 

さいたま市大宮区高

鼻町２丁目１番地１ 

［略］ 

２ ［略］ 

（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 さいたま市立北浦和図書館（以下「北浦和図

書館」という。）、さいたま市立南浦和図書館

（以下「南浦和図書館」という。）、さいたま

市立東浦和図書館（以下「東浦和図書館」とい

う。）、さいたま市立大宮西部図書館（以下「

大宮西部図書館」という。）、さいたま市立春

野図書館（以下「春野図書館」という。）、さ

いたま市立与野図書館（以下「与野図書館」と

いう。）、さいたま市立桜木図書館（以下「桜

木図書館」という。）、さいたま市立岩槻駅東

（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 さいたま市立北浦和図書館（以下「北浦和図

書館」という。）、さいたま市立南浦和図書館

（以下「南浦和図書館」という。）、さいたま

市立東浦和図書館（以下「東浦和図書館」とい

う。）、さいたま市立大宮図書館（以下「大宮

図書館」という。）、さいたま市立大宮西部図

書館（以下「大宮西部図書館」という。）、さ

いたま市立春野図書館（以下「春野図書館」と

いう。）、さいたま市立与野図書館（以下「与

野図書館」という。）、さいたま市立桜木図書



口図書館（以下「岩槻駅東口図書館」という。

）、さいたま市立桜図書館（以下「桜図書館」

という。）、さいたま市立北図書館（以下「北

図書館」という。）、さいたま市立武蔵浦和図

書館（以下「武蔵浦和図書館」という。）及び

さいたま市立美園図書館（以下「美園図書館」

という。） 

ア～ウ ［略］ 

 ［略］ 

 さいたま市立大宮図書館（以下「大宮図書館

」という。）（文化施設及び多目的スペースを

除く。） 特別整理期間（８日以内） 

２ ［略］ 

館（以下「桜木図書館」という。）、さいたま

市立岩槻駅東口図書館（以下「岩槻駅東口図書

館」という。）、さいたま市立桜図書館（以下

「桜図書館」という。）、さいたま市立北図書

館（以下「北図書館」という。）、さいたま市

立武蔵浦和図書館（以下「武蔵浦和図書館」と

いう。）及びさいたま市立美園図書館（以下「

美園図書館」という。） 

ア～ウ ［略］ 

 ［略］ 

２ ［略］ 

（利用時間） 

第７条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。

 ［略］ 

北浦和図書館、南浦和図書館、東浦和図書館、

大宮西部図書館、春野図書館、与野図書館、桜

木図書館、岩槻駅東口図書館、桜図書館、北図

書館、武蔵浦和図書館及び美園図書館 午前９

時から午後８時（日曜日、土曜日又は祝日法に

よる休日に当たるときは午後６時、与野図書館

の視聴覚ホールの利用については午後９時）ま

で 

 ［略］ 

 大宮図書館 午前９時から午後９時３０分ま

で 

２ ［略］ 

（利用時間） 

第７条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。

 ［略］ 

 北浦和図書館、南浦和図書館、東浦和図書館、

大宮図書館、大宮西部図書館、春野図書館、与

野図書館、桜木図書館、岩槻駅東口図書館、桜

図書館、北図書館、武蔵浦和図書館及び美園図

書館 午前９時から午後８時（日曜日、土曜日

又は祝日法による休日に当たるとき並びに大宮

図書館のこども室及びＡＶ鑑賞室の利用につい

ては午後６時、与野図書館の視聴覚ホールの利

用については午後９時）まで 

 ［略］ 

２ ［略］ 

（文化施設の種類） 

第１５条 図書館及び分館に、次のとおり文化施設

を置く。 

図書館及び分館 文化施設 

大宮図書館 学習支援室 研究席 研

修室 展示スペース 

 ［略］ 

（文化施設の種類） 

第１５条 図書館及び分館に、次のとおり文化施設

を置く。 

図書館及び分館 文化施設 

大宮図書館 会議室 視聴覚ホール 

展示ホール 

 ［略］ 

（利用） 

第１６条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定にかかわらず、大宮図書館の文化施

設を利用できるものは、第８条第１項各号に掲げ

る者又は同条第２項に規定するものとする。 

（利用） 

第１６条 ［略］ 

２ ［略］ 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１９条 文化施設の利用の許可を受けたもの（以

下「施設利用者」という。）は、その権利を他人

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１９条 文化施設の利用の許可を受けたものは、

その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならな



に譲渡し、又は転貸してはならない。 い。 

（利用料金） 

第２０条 大宮図書館の文化施設のうち、研究席、

研修室及び展示スペースの施設利用者は、利用の

許可を受けたときは、利用料金を指定管理者に納

付しなければならない。 

２ 利用料金（附属設備の利用料金を除く。）の額

は、別表に定める額の範囲内において、あらかじ

め市長の承認を得て、指定管理者が定める。 

３ 附属設備の利用料金の額は、市長が別に定める

額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得

て、指定管理者が定める。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（使用料） 

第２０条 大宮図書館展示ホールの使用料は、３，

５４０円とする。 

２ 大宮図書館展示ホールの利用許可を受けたもの

は、前項の使用料を前納するものとする。 

（利用料金の減免） 

第２１条 指定管理者は、特に必要があると認める

ときは、前条第１項の利用料金を減額し、又は免

除することができる。 

（使用料の減免） 

第２１条 市長は、特に必要があると認めるときは、

 前条第 1項の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

（利用料金の不還付） 

第２２条 既に納付した利用料金は、還付しない。

ただし、指定管理者は、施設利用者の責めに帰す

ることができない理由により文化施設又は附属設

備を利用できない場合は、当該利用料金の全部又

は一部を還付することができる。 

（使用料の不還付） 

第２２条 既に納付した使用料は、還付しない。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、そ

の全部又は一部を還付することができる。 

（原状回復の義務） 

第２３条 施設利用者は、その利用を終了したとき

は、速やかに利用した文化施設又は附属設備を原

状に回復しなければならない。第１８条の規定に

よる利用の許可の取消し又は利用の停止の処分を

受けたときも、同様とする。 

２ 施設利用者が、前項の義務を履行しないときは、

 委員会において原状に回復し、これに要した費用

は、当該施設利用者の負担とする。 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第２４条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定

の手続等に関する条例（平成１６年さいたま市条

例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、

委員会が図書館の管理を臨時に行うときに限り、

新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間

が終了するまでの間、市長は、研究席、研修室及

び展示スペースの使用料については別表に定める

額の範囲内において市長が定める額を、附属設備

の使用料については市長が別に定める額を徴収す



る。 

２ 前項の場合にあっては、第２０条第１項、第２

１条及び第２２条の規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「指定管理者」とあるの

は「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料

」と読み替えるものとする。 

   第４章 ［略］ 

第２５条 ［略］ 

   第５章 ［略］ 

第２６条 ［略］ 

   第４章 ［略］ 

第２３条 ［略］ 

   第５章 ［略］ 

第２４条 ［略］ 

別表（第２０条関係） 

文化施設 区分 利用料金 

研究席 １席１人２時間

につき 

１２０円

研修室 午前 午前９時

～午後零

時 

６００円

午後 午後１時

～午後５

時 

７００円

夜間 午後６時

～午後９

時３０分 

８００円

全日 午前９時

～午後９

時３０分 

２，０００円

展示スペ

ース 

全日 ３，０００円

 備考 準備及び原状回復のための時間は、利用料

金計算の時間に含まれるものとする。 

附 則

この条例は、平成３１年５月７日から施行する。



さいたま市条例第３３号 

さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（生活相談員の責務） （生活相談員の責務） 

第２１条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それ

に沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほ

か、次に掲げる業務を行わなければならない。 

第２１条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それ

に沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほ

か、次に掲げる業務を行わなければならない。 

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護

保険法第８条第２４項に規定する居宅サービス

計画又は同法第８条の２第１８項に規定する介

護予防サービス計画の作成等に資するため、同

法第８条第２４項に規定する居宅介護支援事業

又は同法第８条の２第１８項に規定する介護予

防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、

居宅サービス等その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との連携に努めるこ

と。 

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護

保険法第８条第２３項に規定する居宅サービス

計画又は同法第８条の２第１８項に規定する介

護予防サービス計画の作成等に資するため、同

法第８条第２３項に規定する居宅介護支援事業

又は同法第８条の２第１８項に規定する介護予

防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、

居宅サービス等その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との連携に努めるこ

と。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２

４年さいたま市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を



当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（入退所） （入退所） 

第１３条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入

所に際しては、その者に係る居宅介護支援（介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２４

項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。）

を行う者に対する照会等により、その者の心身の

状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（同項

に規定する指定居宅サービス等をいう。）の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

第１３条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入

所に際しては、その者に係る居宅介護支援（介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２３

項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。）

を行う者に対する照会等により、その者の心身の

状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（同項

に規定する指定居宅サービス等をいう。）の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際して

は、居宅サービス計画（介護保険法第８条第２４

項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成

等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に

対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際して

は、居宅サービス計画（介護保険法第８条第２３

項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成

等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に

対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 

２～１１ ［略］ ２～１１ ［略］ 

１２ 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サ

ービス条例第９１条第１項に規定する指定通所介

護事業所若しくは指定介護予防サービス条例第８

９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業

所、指定短期入所生活介護事業所等又はさいたま

市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例（平成２４年さいた

ま市条例第７３号。以下「指定地域密着型サービ

ス条例」という。）第６０条の３第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地

域密着型サービス条例第６２条第１項に規定する

併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事

業所若しくはさいたま市指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第７４号。

 以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」と

いう。）第６条第１項に規定する併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が

併設される場合においては、当該併設される事業

所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調

理員その他の従業者については、当該地域密着型

特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能

１２ 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サ

ービス条例第９１条第１項に規定する指定通所介

護事業所若しくは指定介護予防サービス条例第８

９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業

所、指定短期入所生活介護事業所等又はさいたま

市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例（平成２４年さいた

ま市条例第７３号。以下「指定地域密着型サービ

ス条例」という。）第６２条第１項に規定する併

設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所若しくはさいたま市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例（平成２４年さいたま市条例第７４号。

以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」と

いう。）第６条第１項に規定する併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が

併設される場合においては、当該併設される事業

所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調

理員その他の従業者については、当該地域密着型

特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能

訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員によ

り当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると



訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員によ

り当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことができる。

認められるときは、これを置かないことができる。

１３～１５ ［略］ １３～１５ ［略］ 

（さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第３条 さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（入退所） （入退所） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、

居宅サービス計画（介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条第２４項に規定する居宅サービ

ス計画をいう。以下同じ。）又は施設サービス計

画（同条第２６項に規定する施設サービス計画を

いう。以下同じ。）の作成等の援助に資するため、

 居宅介護支援事業者（同条第２４項に規定する居

宅介護支援事業を行う者をいう。）又は介護保険

施設（同条第２５項に規定する介護保険施設をい

う。）に対する情報の提供に努めるほか、その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、

居宅サービス計画（介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第８条第２３項に規定する居宅サービ

ス計画をいう。以下同じ。）又は施設サービス計

画（同条第２５項に規定する施設サービス計画を

 いう。以下同じ。）の作成等の援助に資するため、

 居宅介護支援事業者（同条第２３項に規定する居

宅介護支援事業を行う者をいう。）又は介護保険

施設（同条第２４項に規定する介護保険施設をい

う。）に対する情報の提供に努めるほか、その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

（生活相談員の責務） （生活相談員の責務） 

第２３条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者

からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必

要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなけ

ればならない。 

第２３条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者

からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必

要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなけ

ればならない。 

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅

サービス計画又は介護予防サービス計画（介護

保険法第８条の２第１８項に規定する介護予防

サービス計画をいう。以下同じ。）の作成等に

資するため、居宅介護支援事業（同法第８条第

２４項に規定する居宅介護支援事業をいう。以

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅

サービス計画又は介護予防サービス計画（介護

保険法第８条の２第１８項に規定する介護予防

サービス計画をいう。以下同じ。）の作成等に

資するため、居宅介護支援事業（同法第８条第

２３項に規定する居宅介護支援事業をいう。以



下同じ。）又は介護予防支援事業（同法第８条

の２第１８項に規定する介護予防支援事業をい

う。以下同じ。）を行う者との密接な連携を図

るほか、居宅サービス等その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との連携を

図ること。 

下同じ。）又は介護予防支援事業（同法第８条

の２第１８項に規定する介護予防支援事業をい

う。以下同じ。）を行う者との密接な連携を図

るほか、居宅サービス等その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との連携を

図ること。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部改正） 

第４条 さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年さいたま市条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第７章 ［略］ 第１章～第７章 ［略］ 

第８章 通所介護 第８章 通所介護 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 削除   第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針、

人員並びに設備及び運営に関する基準 

    第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１０ 

       ５条・第１０６条） 

    第２款 人員に関する基準（第１０７条・第

１０８条） 

    第３款 設備に関する基準（第１０９条・第

１１０条） 

    第４款 運営に関する基準（第１１１条―第

１２２条） 

  第６節 ［略］   第６節 ［略］ 

 第９章～第１４章 ［略］  第９章～第１４章 ［略］ 

附則 附則 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

） 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

） 

第７６条 指定訪問リハビリテーションの提供は、 第７６条 指定訪問リハビリテーションの提供は、



理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うも

のとし、その方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うも

のとし、その方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハ

ビリテーション会議（次条第１項に規定する訪

問リハビリテーション計画又は第１２８条第１

項に規定する通所リハビリテーション計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第

８条第２４項に規定する指定居宅サービス等を

いう。）の担当者その他の関係者（以下「構成

員」という。）により構成される会議をいう。

以下同じ。）の開催により、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から利用者の状況等に

関する情報を構成員と共有するよう努め、利用

者に対し、適切なサービスを提供する。 

 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハ

ビリテーション会議（次条第１項に規定する訪

問リハビリテーション計画又は第１２８条第１

項に規定する通所リハビリテーション計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第

８条第２３項に規定する指定居宅サービス等を

いう。）の担当者その他の関係者（以下「構成

員」という。）により構成される会議をいう。

以下同じ。）の開催により、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から利用者の状況等に

関する情報を構成員と共有するよう努め、利用

者に対し、適切なサービスを提供する。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第９１条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指

定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま

でにおいて「通所介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

第９１条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指

定通所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第４節ま

でにおいて「通所介護従業者」という。）及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該

指定通所介護を提供している時間帯に介護職員

（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が指定介

護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス

条例第８９条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介

護予防通所介護（指定介護予防サービス条例第

８８条に規定する指定介護予防通所介護をいう。

  以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該

事業所における指定通所介護又は指定介護予防

通所介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が１５人までの場合にあっては

１以上、１５人を超える場合にあっては１５人

を超える部分の数を５で除して得た数に１を加

えた数以上確保されるために必要と認められる

数 

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該

指定通所介護を提供している時間帯に介護職員

（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指

定通所介護を提供している時間数（次項におい

て「提供単位時間数」という。）で除して得た

数が利用者（当該指定通所介護事業者が指定介

護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス

条例第８９条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介

護予防通所介護（指定介護予防サービス条例第 

８８条に規定する指定介護予防通所介護をいう。

  以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該

事業所における指定通所介護又は指定介護予防

通所介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が１５人までの場合にあっては

１以上、１５人を超える場合にあっては１５人

を超える部分の数を５で除して得た数に１を加

えた数以上確保されるために必要と認められる

数 



 ［略］    ［略］ 

 ２ 当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定

通所介護事業所において同時に指定通所介護の提 

供を受けることができる利用者の数の上限をいう。

 以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１

０人以下である場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定

通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供

している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれ 

も専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。

 ）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間

数で除して得た数が１以上確保されるために必要

と認められる数とすることができる。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ご

とに、前項第３号の介護職員を、常時１人以上当

該指定通所介護に従事させなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ご

とに、第１項第３号の介護職員（第２項の適用を

受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護

職員。次項及び第７項において同じ。）を、常時

１人以上当該指定通所介護に従事させなければな

らない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用

者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護

の単位の介護職員として従事することができるも

のとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職

員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指

定通所介護の単位の介護職員として従事すること

ができるものとする。 

４ 前３項の指定通所介護の単位は、指定通所介護

であってその提供が同時に一又は複数の利用者に

対して一体的に行われるものをいう。 

５ 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護

であってその提供が同時に一又は複数の利用者に

対して一体的に行われるものをいう。 

５ ［略］ ６ ［略］ 

６ ［略］ ７ ［略］ 

７ ［略］ ８ ［略］ 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第９３条 ［略］ 第９３条 ［略］ 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室    食堂及び機能訓練室 

  ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広

さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに当該指定通所介護事業所の

利用定員（当該指定通所介護事業所において

同時に指定通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。次節において

同じ。）を乗じて得た面積以上とすること。

  ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広

さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積

以上とすること。 

  イ ［略］   イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

    第５節 削除     第５節 指定療養通所介護の事業の基本方

        針、人員並びに設備及び運営に関

        する基準 



      第１款 この節の趣旨及び基本方針 

  （この節の趣旨） 

第１０５条から第１２２条まで 削除 第１０５条 第１節から第４節の規定にかかわらず、

 指定療養通所介護（指定通所介護であって、難病

等を有する重度要介護者又はがん末期の者であっ

て、サービス提供に当たり常時看護師による観察

が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に

基づき、入浴、排泄、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ものをいう。以

下同じ。）の事業の基本方針、人員並びに設備及

び運営に関する基準については、この節に定める

ところによる。 

  （基本方針） 

 第１０６条 指定療養通所介護の事業は、要介護状

態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世

話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るも

のでなければならない。 

 ２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定

療養通所介護事業者」という。）は、指定療養通

所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師

及び当該利用者の利用している訪問看護事業者（

指定訪問看護事業者又は健康保険法第８８条第１

項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下こ

の節において同じ。）等との密接な連携に努めな

ければならない。 

      第２款 人員に関する基準 

  （従業者の員数） 

 第１０７条 指定療養通所介護事業者が当該事業を

行う事業所（以下「指定療養通所介護事業所」と

いう。）ごとに置くべき指定療養通所介護の提供

に当たる看護職員又は介護職員（以下この節にお 

いて「療養通所介護従業者」という。）の員数は、

 利用者の数が１．５に対し、提供時間帯を通じて

専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通

所介護従業者が１以上確保されるために必要と認

められる数以上とする。 

 ２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、

常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職

務に従事する者でなければならない。 



  （管理者） 

 第１０８条 指定療養通所介護事業者は、指定療養

通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指 

定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、

 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

 ２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師で

なければならない。 

 ３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指

定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能

を有する者でなければならない。 

      第３款 設備に関する基準 

  （利用定員） 

 第１０９条 指定療養通所介護事業所は、その利用

定員（当該指定療養通所介護事業所において同時

に指定療養通所介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。以下この節において同

じ。）を９人以下とする。 

  （設備及び備品等） 

 第１１０条 指定療養通所介護事業所は、指定療養

通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有す

るほか、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければならない。 

 ２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、６．４平方

メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。 

 ３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所 

介護の事業の用に供するものでなければならない。

 ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供

に支障がない場合は、この限りでない。 

 ４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に

指定療養通所介護以外のサービスを提供する場合

に限る。）には、当該サービスの内容を当該サー

ビスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業 

者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

      第４款 運営に関する基準 

  （提供の開始に当たっての説明及び同意） 

 第１１１条 指定療養通所介護事業者は、指定療養

通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第１１８条に規定す

る重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従



業者の勤務の体制、第１１６条第１項に規定する

利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医

師及び第１１９条第１項に規定する緊急時対応医

療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければならな

い。 

 ２ 第９条第２項から第６項までの規定は、前項の

規定による文書の交付について準用する。 

  （心身の状況等の把握） 

 第１１２条 指定療養通所介護事業者は、指定療養

通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅

介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応

じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用

者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看

護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身

の状況等の把握に努めなければならない。 

  （居宅介護支援事業者等との連携） 

 第１１３条 指定療養通所介護事業者は、指定療養

通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援

事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

 ２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指

定療養通所介護の提供の適否について、主治の医

師を含めたサービス担当者会議において検討する

ため、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対

して必要な情報を提供するように努めなければな

らない。 

 ３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅

介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作

成及び変更等に必要な情報を提供するように努め

なければならない。 

 ４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護

の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に

対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に

係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

  （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

 第１１４条 指定療養通所介護の方針は、次に掲げ



るところによるものとする。 

 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条

第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行う。 

 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解しやすいように説明を

行う。 

 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護

技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行う。 

 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の

変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、利用者の主治の医師や当該利用者の利用す

る訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サ

ービスの提供方法及び手順等についての情報の

共有を十分に図る。 

 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心

身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生

活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用

者の希望に添って適切に提供する。 

  （療養通所介護計画の作成） 

 第１１５条 指定療養通所介護事業所の管理者は、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載 

した療養通所介護計画を作成しなければならない。

 ２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が

作成されている場合は、当該居宅サービス計画の

内容に沿って作成しなければならない。 

 ３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（第

６５条第１項に規定する訪問看護計画書又は指定

訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平

成１２年厚生省令第８０号）第１７条第１項に規

定する訪問看護計画をいう。以下この節において

同じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護

計画の内容との整合を図りつつ、作成しなければ

ならない。 

 ４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所

介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。 

 ５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所

介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

 ６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者につ



いて、療養通所介護計画に従ったサービスの実施

状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

  （緊急時等の対応） 

 第１１６条 指定療養通所介護事業者は、現に指定

療養通所介護の提供を行っているときに利用者の

病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師と

ともに、その場合の対応策（以下この節において

「緊急時等の対応策」という。）について利用者

ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定

めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策 

について、利用者及び家族に対して十分に説明し、

 利用者及び家族が安心してサービスを利用できる

よう配慮しなければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護

の提供を行っているときに利用者の病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応

策に基づき、速やかに主治の医師又は第１１９条

第１項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医

師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変

化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものと

する。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊

急時等の対応策の変更について準用する。 

  （管理者の責務） 

 第１１７条 指定療養通所介護事業所の管理者は、

指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定

療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行うもの

とする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の

体調の変化等に応じた適切なサービスを提供でき

るよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用

する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サ

ービスの提供方法及び手順等についての情報の共

有を十分に行わなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養

通所介護の提供に適切な環境を整備しなければな

らない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養

通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成

に関し、必要な指導及び管理を行わなければなら

ない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定

療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 



  （運営規程） 

 第１１８条 指定療養通所介護事業者は、指定療養

通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定療養通所介護の利用定員 

 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の

費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

  （緊急時対応医療機関） 

 第１１９条 指定療養通所介護事業者は、利用者の

病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時

対応医療機関を定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業

所と同一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接

していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円

滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関と

の間であらかじめ必要な事項を取り決めておかな

ければならない。 

  （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

 第１２０条 指定療養通所介護事業者は、安全かつ

適切なサービスの提供を確保するため、地域の医

療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福

祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護

の安全かつ適切なサービスの提供を確保するため

に必要と認められる者から構成される安全・サー

ビス提供管理委員会（以下この条において「委員

会」という。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１

回以上委員会を開催することとし、事故事例等、

安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、

当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所

における安全かつ適切なサービスの提供を確保す

るための方策の検討を行い、当該検討の結果につ

いての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果

を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければなら

ない。 



  （記録の整備） 

 第１２１条 指定療養通所介護事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指

定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

 療養通所介護計画 

 前条第２項に規定する検討の結果についての

記録 

 次条において準用する第２０条第２項に規定

する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 次条において準用する第２７条に規定する市

町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３８条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第１０２条の２第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

  （準用） 

 第１２２条 第１０条から第１３条まで、第１６条

から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２７

条、第３４条から第３９条まで、第４１条、第９

４条（第３項第２号を除く。）、第９５条及び第

９９条から第１０２条の２までの規定は、指定療

養通所介護の事業について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「訪問介護員等」とある

のは「療養通所介護従業者」と、第９９条第３項

中「通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護

従業者」と、第１０２条の２第４項中「第９３条

第４項」とあるのは「第１１０条第４項」と読み

替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１２２条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この

節において「通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

  ・  ［略］ 

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、

当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時

第１２２条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基

準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以

下「基準該当通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この

節において「通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

  ・  ［略］ 

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、

当該基準該当通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当通所介護を提供している時 



間数で除して得た数が利用者（当該基準該当通

所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準

該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス

条例第１０３条の２第１項に規定する基準該当

介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業

を同一の事業所において一体的に運営している

場合にあっては、当該事業所における基準該当

通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用

者。以下この条及び第１２２条の４において同

じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以

上、１５人を超える場合にあっては１５人を超

える部分の数を５で除して得た数に１を加えた

数以上確保されるために必要と認められる数 

  間数（次項において「提供単位時間数」という。

  ）で除して得た数が利用者（当該基準該当通所

介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該

当介護予防通所介護（指定介護予防サービス条

例第１０３条の２第１項に規定する基準該当介

護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業を

同一の事業所において一体的に運営している場

合にあっては、当該事業所における基準該当通 

所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。

  以下この条において同じ。）の数が１５人まで

の場合にあっては１以上、１５人を超える場合

にあっては１５人を超える部分の数を５で除し

て得た数に１を加えた数以上確保されるために

必要と認められる数 

 ［略］    ［略］ 

 ２ 当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該

基準該当通所介護事業所において同時に基準該当

通所介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節において同じ。）が１

０人以下である場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準

該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介

護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員

（いずれも専ら当該基準該当通所介護の提供に当

たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数

を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保さ

れるために必要と認められる数とすることができ

る。 

２ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護

の単位ごとに、前項第３号の介護職員を、常時１

人以上当該基準該当通所介護に従事させなければ

ならない。 

３ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護

の単位ごとに、第１項第３号の介護職員（前項の

適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又

は介護職員。次項において同じ。）を、常時１人

以上当該基準該当通所介護に従事させなければな

らない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護職員は、利用

者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所

介護の単位の介護職員として従事することができ

るものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職

員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基

準該当通所介護の単位の介護職員として従事する

ことができるものとする。 

４ 前３項の基準該当通所介護の単位は、基準該当

通所介護であってその提供が同時に一又は複数の

利用者に対して一体的に行われるものをいうもの

とする。 

５ 前各項の基準該当通所介護の単位は、基準該当

通所介護であってその提供が同時に１又は複数の

利用者に対して一体的に行われるものをいうもの

とする。 

５ ［略］ ６ ［略］ 

６ ［略］ ７ ［略］ 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１２２条の４ ［略］ 第１２２条の４ ［略］ 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所    食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 



  ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、

   それぞれ必要な広さを有するものとし、その

合計した面積は、３平方メートルに当該基準

該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該

当通所介護事業所において同時に基準該当通

所介護の提供を受けることができる利用者の

数の上限をいう。）を乗じて得た面積以上と

すること。 

  ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、

   それぞれ必要な広さを有するものとし、その

合計した面積は、３平方メートルに利用定員

を乗じて得た面積以上とすること。 

  イ ［略］   イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （指定通所介護事業所等との併設）  （指定通所介護事業所等との併設） 

第１６８条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（

以下「基準該当短期入所生活介護」という。）の

事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。

）は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所

介護事業所（指定地域密着型サービス条例第６０

条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護

事業所をいう。）、指定認知症対応型通所介護事

業所（指定地域密着型サービス条例第７２条第１

項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。）若しくは指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス条例第８３条第１

項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定通所介

護事業所等」という。）に併設しなければならな

い。 

第１６８条の２ 基準該当居宅サービスに該当する

短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（

以下「基準該当短期入所生活介護」という。）の

事業を行う者（以下「基準該当短期入所生活介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。

）は、指定通所介護事業所、指定認知症対応型通

所介護事業所（指定地域密着型サービス条例第７

２条第１項に規定する指定認知症対応型通所介護

事業所をいう。）若しくは指定小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型サービス条例第８

３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指

定通所介護事業所等」という。）に併設しなけれ

ばならない。 

 （受託居宅サービス事業者への委託）  （受託居宅サービス事業者への委託） 

第２２６条 ［略］ 第２２６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サ

ービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介

護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、

 指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第

２２９条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域

密着型サービス条例第６０条の２に規定する指定

地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス

条例第６１条に規定する指定認知症対応型通所介

護とする。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サ

ービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介 

護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、

 指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第

２２９条に規定する指定福祉用具貸与及び指定地

域密着型サービス条例第６１条に規定する指定認

知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げ

る事業を提供する事業者と、第１項に規定する方

法によりこれらの提供に関する業務を委託する契

約を締結するものとする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問

介護、指定訪問看護及び指定通所介護を提供する

事業者と、第１項に規定する方法によりこれらの

提供に関する業務を委託する契約を締結するもの



 指定訪問介護 

 指定訪問看護 

 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護 

とする。 

５～８ ［略］  ５～８ ［略］  

（さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部改正） 

第５条 さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例（平成２４年さいたま市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８９条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（

以下「指定介護予防通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通

所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この節から第５節までにおいて「介護予防

通所介護従業者」という。）及びその員数は、次

のとおりとする。 

 ・  ［略］ 

第８９条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（

以下「指定介護予防通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通

所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この節から第５節までにおいて「介護予防

通所介護従業者」という。）及びその員数は、次

のとおりとする。 

 ・  ［略］ 

 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごと

に、当該指定介護予防通所介護を提供している

時間帯に介護職員（専ら当該指定介護予防通所

介護の提供に当たる者に限る。）が勤務してい

る時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護

を提供している時間数（次項において「提供単

位時間数」という。）で除して得た数が利用者

（当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所

介護事業者（指定居宅サービス条例第９１条第

１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）

又は指定地域密着型通所介護事業者（指定地域

密着型サービス条例第６０条の３第１項に規定

する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）

（以下「指定通所介護事業者等」という。）の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介

護の事業と指定通所介護（指定居宅サービス条

 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごと

に、当該指定介護予防通所介護を提供している

時間帯に介護職員（専ら当該指定介護予防通所

介護の提供に当たる者に限る。）が勤務してい

る時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護

を提供している時間数（次項において「提供単

位時間数」という。）で除して得た数が利用者

（当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所

介護事業者（指定居宅サービス条例第９１条第

１項に規定する指定通所介護事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介

護予防通所介護の事業と指定通所介護（指定居

宅サービス条例第９０条に規定する指定通所介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における指定介護予防通所介



例第９０条に規定する指定通所介護をいう。）

又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型

サービス条例第６０条の２に規定する指定地域

密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介

護等」という。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定介護予防通所介護又は

指定通所介護等の利用者。以下この節及び次節

において同じ。）の数が１５人までの場合にあ

っては１以上、１５人を超える場合にあっては

１５人を超える部分の数を５で除して得た数に

１を加えた数以上確保されるために必要と認め

られる数 

護又は指定通所介護の利用者。以下この節及び

次節において同じ。）の数が１５人までの場合

にあっては１以上、１５人を超える場合にあっ

ては１５人を超える部分の数を５で除して得た

数に１を加えた数以上確保されるために必要と

認められる数 

 ［略］    ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事

業者等の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

通所介護の事業と指定通所介護等の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定居宅サービス条例第９１条第１項

から第６項まで又は指定地域密着型サービス条例

第６０条の３第１項から第７項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前各項に

規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

８ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通

所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定居宅サービス条例第９１条第１項から

第７項までに規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第９１条 ［略］ 第９１条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事

業者等の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防

通所介護の事業と指定通所介護等の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定居宅サービス条例第９３条第１項

から第３項まで又は指定地域密着型サービス条例

第６０条の５第１項から第３項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、第１項か

ら第３項までに規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

５ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通

所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定居宅サービス条例第９３条第１項から

第３項までに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、第１項から第３項までに規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１０３条の２ ［略］ 第１０３条の２ ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通

所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定居宅サービス条例第１２２条の２第１

項から第５項までに規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、前各項に規定する基準を満

７ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通

所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事

業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定居宅サービス条例第１２２条の２第１

項から第６項までに規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、前各項に規定する基準を満



たしているものとみなすことができる。 たしているものとみなすことができる。 

（受託介護予防サービス事業者への委託） （受託介護予防サービス事業者への委託） 

第２１３条 ［略］ 第２１３条 ［略］ 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サー

ビス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居

宅サービス事業者をいう。）、指定地域密着型サ

ービス事業者（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービス事業者をいう。）、指定

介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護

予防サービス事業者（法第５４条の２第１項に規

定する指定地域密着型介護予防サービス事業者を

いう。）でなければならない。 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サー

ビス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居

宅サービス事業者をいう。）、指定介護予防サー

ビス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス

事業者（法第５４条の２第１項に規定する指定地

域密着型介護予防サービス事業者をいう。）でな

ければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介

 護予防サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、

 指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービ

ス条例第６０条の２に規定する指定地域密着型通

所介護をいう。以下同じ。）、指定介護予防訪問

入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防

訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、

 指定介護予防通所リハビリテーション、第２１８

条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定

地域密着型介護予防サービス条例第５条に規定す

る指定介護予防認知症対応型通所介護とする。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介

護予防サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、

 指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看

護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定

介護予防通所介護、指定介護予防通所リハビリテ

ーション、第２１８条に規定する指定介護予防福

祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サービス

条例第５条に規定する指定介護予防認知症対応型

通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、

 指定介護予防訪問介護、指定地域密着型通所介護、

 指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護

を提供する事業者と、第１項に規定する方法によ

りこれらの提供に関する業務を委託する契約を締

結するものとする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、

指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問看護及

び指定介護予防通所介護を提供する事業者と、第

１項に規定する方法によりこれらの提供に関する

業務を委託する契約を締結するものとする。 

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 

（さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一

部改正） 

第６条 さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

（平成２６年さいたま市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 



 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（基本方針） （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同

じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、

 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って、利用者に提供される指定居宅サービ

ス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特

定の居宅サービス事業者に不当に偏することのな

いよう、公正中立に行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同

じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、

 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って、利用者に提供される指定居宅サービ

ス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特

定の居宅サービス事業者に不当に偏することのな

いよう、公正中立に行わなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

（さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第７条 さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（入退所） （入退所） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に

際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対

する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、

 病歴、指定居宅サービス等（法第８条第２４項に

規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。

）の利用状況等の把握に努めなければならない。

３ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に

際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対

する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、

 病歴、指定居宅サービス等（法第８条第２３項に

規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。

）の利用状況等の把握に努めなければならない。

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

（さいたま市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条



例の一部改正） 

第８条 さいたま市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関す

る条例（平成２４年さいたま市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（入退所） （入退所） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際し

ては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病

歴、指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規

定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際し

ては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病

歴、指定居宅サービス等（法第８条第２３項に規

定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

（さいたま市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正） 

第９条 さいたま市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（入退院） （入退院） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 



３ 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際し

ては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活

歴、指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規

定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際し

ては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活

歴、指定居宅サービス等（法第８条第２３項に規

定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

（さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１０条 さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第４章 ［略］ 第１章～第４章 ［略］ 

第４章の２ 地域密着型通所介護 

  第１節 基本方針（第６０条の２） 

  第２節 人員に関する基準（第６０条の３・第

６０条の４） 

  第３節 設備に関する基準（第６０条の５） 

  第４節 運営に関する基準（第６０条の６―第

６０条の２０） 

  第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並

びに人員、設備及び運営に関する基準

   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第６０

       条の２１・第６０条の２２） 

   第２款 人員に関する基準（第６０条の２３

       ・第６０条の２４） 

   第３款 設備に関する基準（第６０条の２５

       ・第６０条の２６） 

   第４款 運営に関する基準（第６０条の２７

       ―第６０条の３８） 

第５章～第１０章 ［略］ 第５章～第１０章 ［略］ 

附則 附則 



（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第１５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、計画作成責任者による利

用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議（さ

いたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営の基準等に関する条例（平成２６年さいたま市

条例第８７号。以下「指定居宅介護支援等条例」

という。）第１５条第９号に規定するサービス担

当者会議をいう。以下この章、第６０条の６、第

６０条の２８及び第６０条の２９において同じ。

）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。

第１５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、計画作成責任者による利

用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定

居宅介護支援等省令」という。）第１３条第９号

に規定するサービス担当者会議をいう。以下この

章及び第６８条において同じ。）等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援

助） 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援

助） 

第１７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「

施行規則」という。）第６５条の４各号のいずれ

にも該当しないときは、当該利用申込者又はその

家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４

項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成

を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対

して届け出ること等により、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービ

スとして受けることができる旨を説明すること、

指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供する

ことその他の法定代理受領サービスを行うために

必要な援助を行わなければならない。 

第１７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「

施行規則」という。）第６５条の４各号のいずれ

にも該当しないときは、当該利用申込者又はその

家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２３

項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成

を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対

して届け出ること等により、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービ

スとして受けることができる旨を説明すること、

指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供する

ことその他の法定代理受領サービスを行うために

必要な援助を行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） （居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、居宅サービス計画（法第８条第２４項

に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第

６５条の４第１号ハに規定する計画を含む。以下

同じ。）が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問

 介護看護を提供しなければならない。 

第１８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、居宅サービス計画（法第８条第２３項

に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第

６５条の４第１号ハに規定する計画を含む。以下

同じ。）が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問

 介護看護を提供しなければならない。 

（管理者等の責務） （管理者等の責務） 

第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の従業者にこの章の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 



３ ［略］ ３ ［略］ 

（管理者等の責務） （管理者等の責務） 

第５５条 ［略］  第５５条 ［略］ 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当

該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの

節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当

該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの

章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

３ ［略］  ３ ［略］ 

   第４章の２ 地域密着型通所介護 

    第１節 基本方針 

第６０条の２ 指定地域密着型サービスに該当する

地域密着型通所介護（以下「指定地域密着型通所

介護」という。）の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の

解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけれ

ばならない。 

    第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第６０条の３ 指定地域密着型通所介護の事業を行

う者（以下「指定地域密着型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定地

域密着型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第４節までにおいて

「地域密着型通所介護従業者」という。）の員数

は、次のとおりとする。 

 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供

日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地

域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。）

が勤務している時間数の合計数を当該指定地域

密着型通所介護を提供している時間帯の時間数

で除して得た数が１以上確保されるために必要

と認められる数 

 看護師又は准看護師（以下この章において「

看護職員」という。） 指定地域密着型通所介

護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所

介護の提供に当たる看護職員が１以上確保され

るために必要と認められる数 



 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ご

とに、当該指定地域密着型通所介護を提供して

いる時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着

型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数（次項において

「提供単位時間数」という。）で除して得た数

が利用者（当該指定地域密着型通所介護事業者

が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防

サービス条例第８９条第１項に規定する指定介

護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所

介護の事業と指定介護予防通所介護（指定介護

予防サービス条例第８８条に規定する指定介護

予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所における指定地域

密着型通所介護又は指定介護予防通所介護の利

用者。以下この節及び次節において同じ。）の

数が１５人までの場合にあっては１以上、１５

人を超える場合にあっては１５人を超える部分

の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確

保されるために必要と認められる数 

 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員

（当該指定地域密着型通所介護事業所において同

時に指定地域密着型通所介護の提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。以下この節か

ら第４節までにおいて同じ。）が１０人以下であ

る場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看

護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通

所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介

護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員

（いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の

合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上

確保されるために必要と認められる数とすること

ができる。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密

着型通所介護の単位ごとに、第１項第３号の介護

職員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項

の看護職員又は介護職員。次項及び第７項におい

て同じ。）を、常時１人以上当該指定地域密着型

通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職

員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指

定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従

事することができるものとする。 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指

定地域密着型通所介護であって、その提供が同時



に一又は複数の利用者に対して一体的に行われる

ものをいう。 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を

営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練

を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型

通所介護事業所の他の職務に従事することができ

るものとする。 

７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以

上は、常勤でなければならない。 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が指定介護予防

通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定

地域密着型通所介護の事業と指定介護予防通所介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定介護予防サービ

ス条例第８９条第１項から第７項までに規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（管理者） 

第６０条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、

指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所

介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

    第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第６０条の５ 指定地域密着型通所介護事業所は、

食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を

有するほか、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供

に必要なその他の設備及び備品等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室 

  ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広

さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積

以上とすること。 

  イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、

食事の提供の際にはその提供に支障がない広

さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際には

その実施に支障がない広さを確保できる場合

にあっては、同一の場所とすることができる。



 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容

が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着

型通所介護の事業の用に供するものでなければな

らない。ただし、利用者に対する指定地域密着型

通所介護の提供に支障がない場合は、この限りで

ない。 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護

事業者が第１項の設備を利用し、夜間及び深夜に

指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供す

る場合に限る。）には、当該サービスの内容を当

該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型

通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届

け出るものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が指定介護予防

通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定

地域密着型通所介護の事業と指定介護予防通所介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定介護予防サービ

ス条例第９１条第１項から第３項までに規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、第１項

から第３項までに規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第６０条の６ 指定地域密着型通所介護事業者は、

指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利

用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサ

ービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

（利用料等の受領） 

第６０条の７ 指定地域密着型通所介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型

通所介護を提供した際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に

係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該

指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域

密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支

払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受

領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密

着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な



差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支

払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用 

 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を

超える指定地域密着型通所介護であって利用者

の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用

の範囲内において、通常の指定地域密着型通所

介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

を超える費用 

 食事の提供に要する費用 

 おむつ代 

 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型

通所介護の提供において提供される便宜のうち、

  日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生

労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第３項の費

用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

（指定地域密着型通所介護の基本取扱方針） 

第６０条の８ 指定地域密着型通所介護は、利用者

の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

 その目標を設定し、計画的に行われなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提

供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、

 常にその改善を図らなければならない。 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第６０条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣

れた地域での生活を継続することができるよう、

  地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ

つ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に

行うものとする。 

 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人

の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持

って日常生活を送ることができるよう配慮して

行うものとする。 



指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、

  次条第１項に規定する地域密着型通所介護計画

に基づき、漫然かつ画一的にならないように、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行うものとする。

 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域

密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行うものとする。 

指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、

  介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行うものとする。 

 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用

者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助

等の生活指導、機能訓練その他必要なサービス

を利用者の希望に添って適切に提供する。特に、

認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。

  以下同じ。）である要介護者に対しては、必要

に応じ、その特性に対応したサービスの提供が

できる体制を整えるものとする。 

（地域密着型通所介護計画の作成） 

第６０条の１０ 指定地域密着型通所介護事業所の

管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成し

なければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス

計画が作成されている場合は、当該居宅サービス

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地

域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、

 利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地

域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地

域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの

利用者について、地域密着型通所介護計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録

を行う。 

（管理者の責務） 

第６０条の１１ 指定地域密着型通所介護事業所の

管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の

従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用



の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その

他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当

該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの

節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

（運営規程） 

第６０条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（

以下この節において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定地域密着型通所介護の利用定員 

 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料そ

の他の費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 非常災害対策 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第６０条の１３ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提

供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ご

とに従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密

着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型

通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型

通所介護を提供しなければならない。ただし、利

用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型

通所介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守）

第６０条の１４ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供

を行ってはならない。ただし、災害その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （非常災害対策） 



第６０条の１５ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他必要な訓練を行わなければな

らない。 

 （衛生管理等） 

第６０条の１６ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲

用に供する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地

域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、

 又はまん延しないように必要な措置を講じるよう

努めなければならない。 

 （地域との連携等） 

第６０条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利

用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地

域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員

又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在す

る区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、地域密着型

通所介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「運営推進会議

」という。）を設置し、おおむね１２月に１回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営

推進会議による評価を受けるとともに、運営推進

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、

 評価、要望、助言等についての記録を作成すると

ともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の

運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を

図らなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の

運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所

介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が

派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市

が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ない。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密

着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物

に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介

護を提供する場合には、当該建物に居住する利用



者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の

提供を行うよう努めなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第６０条の１８ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に

より事故が発生した場合は、市町村、当該利用者

の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業

者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故

の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対

する指定地域密着型通所介護の提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行わなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、第６０条の

５第４項の指定地域密着型通所介護以外のサービ

スの提供により事故が発生した場合は、第１項及

び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 （記録の整備） 

第６０条の１９ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対

する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

 地域密着型通所介護計画 

 次条において準用する第２１条第２項に規定

する提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第２９条に規定する市

への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

第６０条の１７第２項に規定する報告、評価、

  要望、助言等の記録 

 （準用） 

第６０条の２０ 第１０条から第１４条まで、第１

６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条及

び第５４条の規定は、指定地域密着型通所介護の

事業について準用する。この場合において、第１



０条第１項中「第３２条に規定する運営規程」と

あるのは「第６０条の１２に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護

従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通

所介護従業者」と読み替えるものとする。 

    第５節 指定療養通所介護の事業の基本方

針並びに人員、設備及び運営に関

する基準 

     第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第６０条の２１ 第１節から第４節までの規定にか

かわらず、指定療養通所介護（指定地域密着型通

所介護であって、難病等を有する重度要介護者又

はがん末期の者であって、サービス提供に当たり

常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、

 第６０条の３１に規定する療養通所介護計画に基

づき、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ものをいう。以

下同じ。）の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準については、この節に定める

ところによる。 

 （基本方針） 

第６０条の２２ 指定療養通所介護の事業は、要介

護状態となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう生活

機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上

の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図

るものでなければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定

療養通所介護事業者」という。）は、指定療養通

所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師

及び当該利用者の利用している訪問看護事業者（

指定訪問看護事業者又は健康保険法（大正１１年

法律第７０号）第８８条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下この節において同じ。

）等との密接な連携に努めなければならない。 

     第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 



第６０条の２３ 指定療養通所介護事業者が当該事

業を行う事業所（以下「指定療養通所介護事業所

」という。）ごとに置くべき指定療養通所介護の

提供に当たる看護職員又は介護職員（以下この節

において「療養通所介護従業者」という。）の員

数は、利用者の数が１．５に対し、提供時間帯を

通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる

療養通所介護従業者が１以上確保されるために必

要と認められる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、

常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職

務に従事する者でなければならない。 

（管理者） 

第６０条の２４ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

 指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師で

なければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指

定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能

を有する者でなければならない。 

     第３款 設備に関する基準 

（利用定員） 

第６０条の２５ 指定療養通所介護事業所は、その

利用定員（当該指定療養通所介護事業所において

同時に指定療養通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。以下この節におい

て同じ。）を９人以下とする。 

 （設備及び備品等） 

第６０条の２６ 指定療養通所介護事業所は、指定

療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を

有するほか、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要

な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、６．４平方

メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所

介護の事業の用に供するものでなければならない。

 ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供

に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者



が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に

療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）には、当該サービスの内容を当該サービス

の提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に

係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。

     第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６０条の２７ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第６０条の３４

に規定する運営規程の概要、療養通所介護従業者

の勤務の体制、第６０条の３２第１項に規定する

利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医

師及び第６０条の３５第１項に規定する緊急時対

応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供

の開始について利用申込者の同意を得なければな

らない。 

２ 第１０条第２項から第６項までの規定は、前項

の規定による文書の交付について準用する。 

 （心身の状況等の把握） 

第６０条の２８ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当

者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置

かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければなら

ない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応

じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用

者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看

護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身

の状況等の把握に努めなければならない。 

 （指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第６０条の２９ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護を提供するに当たっては、指定居宅

介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指

定療養通所介護の提供の適否について、主治の医

師を含めたサービス担当者会議において検討する

ため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業に

対して必要な情報を提供するように努めなければ



ならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定

居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画

の作成及び変更等に必要な情報を提供するように

努めなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護

の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に

対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に

係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

 （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第６０条の３０ 指定療養通所介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条

第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行うものとする。

 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解しやすいように説明を

行うものとする。 

 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護

技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行うものとする。 

 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の

変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、利用者の主治の医師や当該利用者の利用す

る訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サ

ービスの提供方法及び手順等についての情報の

共有を十分に図るものとする。 

 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心

身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生

活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用

者の希望に添って適切に提供するものとする。

 （療養通所介護計画の作成） 

第６０条の３１ 指定療養通所介護事業所の管理者

は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した療養通所介護計画を作成しなければなら

ない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が

作成されている場合は、当該居宅サービス計画の

内容に沿って作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（指



定居宅サービス条例第６５条第１項に規定する訪

問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び

運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８０号

）第１７条第１項に規定する訪問看護計画書をい

う。以下この節において同じ。）が作成されてい

る場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を

図りつつ、作成しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所

介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所

介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者につ

いて、療養通所介護計画に従ったサービスの実施

状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

 （緊急時等の対応） 

第６０条の３２ 指定療養通所介護事業者は、現に

指定療養通所介護の提供を行っているときに利用

者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医

師とともに、その場合の対応策（以下この節にお

いて「緊急時等の対応策」という。）について利

用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじ

め定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策

について、利用者及びその家族に対して十分に説

明し、利用者及びその家族が安心してサービスを

利用できるよう配慮しなければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護

の提供を行っているときに利用者の病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応

策に基づき、速やかに主治の医師又は第６０条の

３５第１項に規定する緊急時対応医療機関への連

絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医

師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変

化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものと

する。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊

急時等の対応策の変更について準用する。 

 （管理者の責務） 

第６０条の３３ 指定療養通所介護事業所の管理者

は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理

及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、

 業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行

うものとする。 



２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の

体調の変化等に応じた適切なサービスを提供でき

るよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用

する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サ

ービスの提供方法及び手順等についての情報の共

有を十分に行わなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養

通所介護の提供に適切な環境を整備しなければな

らない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養

通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成

に関し、必要な指導及び管理を行わなければなら

ない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定

療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

 （運営規程） 

第６０条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程（以下この節に

おいて「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

 事業の目的及び運営の方針 

 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 営業日及び営業時間 

 指定療養通所介護の利用定員 

 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の

費用の額 

 通常の事業の実施地域 

 サービス利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 

 （緊急時対応医療機関） 

第６０条の３５ 指定療養通所介護事業者は、利用

者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊

急時対応医療機関を定めておかなければならない。

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業

所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは

近接していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円

滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関と

の間であらかじめ必要な事項を取り決めておかな

ければならない。 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置） 



第６０条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全

かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域

の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又

は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所

介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保する

ために必要と認められる者から構成される安全・

サービス提供管理委員会（次項において「委員会

」という。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１

回以上委員会を開催することとし、事故事例等、

安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、

当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所

における安全かつ適切なサービスの提供を確保す

るための方策の検討を行い、当該検討の結果につ

いての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果

を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければなら

ない。 

（記録の整備） 

第６０条の３７ 指定療養通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指

定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

 療養通所介護計画 

 前条第２項に規定する検討の結果についての

記録 

 次条において準用する第２１条第２項に規定

する提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第２９条に規定する市

町村への通知に係る記録 

 次条において準用する第３９条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

 次条において準用する第６０条の１８第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

 次条において準用する第６０条の１７第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 （準用） 

第６０条の３８ 第１１条から第１４条まで、第１

７条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、

第６０条の７（第３項第２号を除く。）、第６０

条の８及び第６０条の１３から第６０条の１８ま

での規定は、指定療養通所介護の事業について準



用する。この場合において、第３５条中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「療養通所介護従業者」と、第６０条の１３第３

項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「

療養通所介護従業者」と、第６０条の１７第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有する者

」とあるのは「療養通所介護について知見を有す

る者」と、同条第３項中「当たっては」とあるの

は「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第

６０条の１８第４項中「第６０条の５第４項」と

あるのは「第６０条の２６第４項」と読み替える

ものとする。 

第６１条 指定地域密着型サービスに該当する認知

症対応型通所介護（以下「指定認知症対応型通所

介護」という。）の事業は、要介護状態となった

場合においても、その認知症である利用者（その

者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある

者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう生活機能の維持又は向上

を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練

を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消

及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図るものでなければな

らない。 

第６１条 指定地域密着型サービスに該当する認知

症対応型通所介護（以下「指定認知症対応型通所

介護」という。）の事業は、要介護状態となった

場合においても、その認知症（法第５条の２に規

定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者

（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態

にある者を除く。以下同じ。）が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう生活機能の維持又

は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感

の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけ

ればならない。 

（利用定員等） （利用定員等） 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所

の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介

護事業所において同時に共用型指定認知症対応型

通所介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所においては共同生活住居（法第８条

第２０項又は法第８条の２第１５項に規定する共

同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地

域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設においては施設ごとに１日当たり３人以下

とする。 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所

の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介

護事業所において同時に共用型指定認知症対応型

通所介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所においては共同生活住居（法第８条

第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共

同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地

域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設においては施設ごとに１日当たり３人以下

とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指

定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条

第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定

する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、

 指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の

２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指

定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条

第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定

する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、

 指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の

２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー



ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防

支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８

条第２５項に規定する介護保険施設をいう。以下

同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営

（第８３条第７項において「指定居宅サービス事

業等」という。）について３年以上の経験を有す

る者でなければならない。 

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防

支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８

条第２４項に規定する介護保険施設をいう。以下

同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営

（第８３条第７項において「指定居宅サービス事

業等」という。）について３年以上の経験を有す

る者でなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第６８条及び第６９条 削除 第６８条 指定認知症対応型通所介護事業者（単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び

共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）は、指定認知症対応型通所介護の提

供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、

 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならない。 

 （利用料等の受領） 

 第６９条 指定認知症対応型通所介護事業者は、法

定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型

通所介護を提供した際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定認知症対応型通所介護

に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当

該指定認知症対応型通所介護事業者に支払われる

地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定認知症対応型通所介護に係る

地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないようにしなければならない。

 ３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前２項の

支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支

払を利用者から受けることができる。 

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用 

 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間

を超える指定認知症対応型通所介護であって利

用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる

費用の範囲内において、通常の指定認知症対応

型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用

基準額を超える費用 

 食事の提供に要する費用 

 おむつ代 



 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応

型通所介護の提供において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、その利用者に負担させるこ

とが適当と認められる費用 

 ４ 前項第３号に掲げる費用については、指定地域

密着型サービス省令第４９条第４項に規定する厚

生労働大臣が定めるところによるものとする。 

 ５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第３項の

費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第７０条 ［略］ 第７０条 ［略］ 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型

指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同

じ。）は、自らその提供する指定認知症対応型通

所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、自らその

提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

 （管理者の責務） 

第７３条 削除 第７３条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理

者は、指定認知症対応型通所介護事業所の従業者

の管理及び指定認知症対応型通所介護の利用の申

込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、

当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者に

この節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。 

（運営規程） （運営規程） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６

２条第４項又は第６６条第１項の利用定員をい

う。） 

 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６

２条第２項又は第６６条第１項の利用定員をい

う。第７６条において同じ。） 

～  ［略］    ～  ［略］ 

 （勤務体制の確保等） 

第７５条から第７９条まで 削除 第７５条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対し適切な指定認知症対応型通所介護を提

供できるよう、指定認知症対応型通所介護事業所



ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知

症対応型通所介護事業所ごとに、当該指定認知症

対応型通所介護事業所の従業者によって指定認知

症対応型通所介護を提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務

については、この限りでない。 

 ３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対

応型通所介護従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。 

 （定員の遵守） 

 第７６条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用定員を超えて指定認知症対応型通所介護の提供

を行ってはならない。ただし、災害その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 （非常災害対策） 

 第７７条 指定認知症対応型通所介護事業者は、非

常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の

関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら

を定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。 

 （衛生管理等） 

 第７８条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利

用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は

衛生上必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該指定

認知症対応型通所介護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講じ

るよう努めなければならない。 

 （地域との連携等） 

 第７９条 指定認知症対応型通所介護事業者は、そ

の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、提供した指定認知症対応型

通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

 （事故発生時の対応） 



 第７９条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、

 利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供

により事故が発生した場合は、市町村、当該利用

者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事

業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事

故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

 ３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に

対する指定認知症対応型通所介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならない。 

 ４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６４条

第４項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護以外のサービスの提供により事故が発生した場

合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措

置を講じなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第８０条 ［略］  第８０条 ［略］  

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に

対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に

対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第６０条の１８第２項

に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

 次条において準用する第６０条の１７第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第８１条 第１０条から第１４条まで、第１６条か

ら第１９条まで、第２１条、第２３条、第２９条、

 第３５条から第３９条まで、第４２条、第５４条、

 第６０条の６、第６０条の７、第６０条の１１及

び第６０条の１３から第６０条の１８までの規定

は、指定認知症対応型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第１０条第１項中「

第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第７

４条に規定する重要事項に関する規程」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「認知症対応型通所介護従業者」と、第３５

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

 」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、

 第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型通所介護について知見を有する者」と、「１２

第８１条 第１０条から第１４条まで、第１６条か

ら第１９条まで、第２１条、第２３条、第２９条、

 第３５条から第３９条まで、第４２条及び第５４

条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１０条第

１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるの

は「第７４条に規定する重要事項に関する規程」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、

 第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業

者」と読み替えるものとする。 



月」とあるのは「６月」と、第６０条の１８第４

項中「第６０条の５第４項」とあるのは「第６４

条第４項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第８３条 ［略］ 第８３条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型

居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置い

ているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多

機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型

居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置い

ているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多

機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

 ［略］ 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

の同一敷地内

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかがある

場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業

を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定地域

密着型通所介護事業所、

指定認知症対応型通所介

護事業所、指定介護老人

福祉施設又は介護老人保

健施設 

［

略

］ 

 ［略］ 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

の同一敷地内

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかがある

場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業

を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定認知 

症対応型通所介護事業所、

指定介護老人福祉施設又

は介護老人保健施設 

［

略

］ 

７～１３ ［略］ ７～１３ ［略］ 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第８８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

 介護支援専門員（第８３条第１２項の規定により

介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本

体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９

４条において同じ。）が開催するサービス担当者

会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指

定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する

指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の担当

者を招集して行う会議をいう。）等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

第８８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

 介護支援専門員（第８３条第１２項の規定により

介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本

体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９

４条において同じ。）が開催するサービス担当者

会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指

定居宅サービス等（法第８条第２３項に規定する

指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の担当

者を招集して行う会議をいう。）等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

 （居宅サービス計画の作成）  （居宅サービス計画の作成） 

第９４条 ［略］ 第９４条 ［略］ 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービ

ス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等

条例第１５条各号に掲げる具体的取扱方針に沿っ

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービ

ス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等

省令第１３条各号に掲げる具体的取組方針に沿っ



て行うものとする。 て行うものとする。 

 （地域との連携等） 

第１０６条 削除 第１０６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定

小規模多機能型居宅介護事業所が所在する市町村

の職員又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６

第１項に規定する地域包括支援センターの職員、

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

等により構成される協議会（以下この項において

「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね

２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報

告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、

 運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

 ２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の

報告、評価、要望、助言等についての記録を作成

するとともに、当該記録を公表しなければならな

い。 

 ３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事

業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交

流を図らなければならない。 

 ４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事

業の運営に当たっては、提供した指定小規模多機

能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、

 市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その

他の市が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

 ５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小

規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同

一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多

機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に

居住する利用者以外の者に対しても指定小規模多

機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければな

らない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１０８条 ［略］  第１０８条 ［略］ 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者

に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者

に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第６０条の１７第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 第１０６条第２項に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録 



（準用） （準用） 

第１０９条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、

 第４１条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１３、第６０条の１６及び第６０条の１７の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「

第１０１条に規定する重要事項に関する規程」と、

 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第６０条の１１第２項中「この節」と

あるのは「第６章第４節」と、第６０条の１３第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条

の１７第１項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「１２月」と

あるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「

通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」と読み替えるものとする。 

第１０９条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、

 第４１条、第４２条、第７３条、第７５条及び第

７８条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の

事業について準用する。この場合において、第１

０条第１項中「第３２条に規定する運営規程」と

あるのは「第１０１条に規定する重要事項に関す

る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第７３条第２項中「この

節」とあるのは「第６章第４節」と、第７５条第

３項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替え

るものとする。 

第１１０条 指定地域密着型サービスに該当する認

知症対応型共同生活介護（以下「指定認知症対応

型共同生活介護」という。）の事業は、要介護者

であって認知症であるものについて、共同生活住

居（法第８条第２０項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。以下同じ。）において、家庭的

な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓

練を行うことにより、利用者がその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるように

するものでなければならない。 

第１１０条 指定地域密着型サービスに該当する認

知症対応型共同生活介護（以下「指定認知症対応

型共同生活介護」という。）の事業は、要介護者

であって認知症であるものについて、共同生活住

居（法第８条第１９項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。以下同じ。）において、家庭的

な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓

練を行うことにより、利用者がその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるように

するものでなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１２８条 ［略］  第１２８条 ［略］ 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第６０条の１７第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 次条において準用する第１０６条第２項に規

定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第１２９条 第１０条、第１１条、第１３条、第１ 第１２９条 第１０条、第１１条、第１３条、第１



４条、第２３条、第２９条、第３５条から第３７

条まで、第３９条、第４１条、第４２条、第６０

条の１１、第６０条の１６、第６０条の１７第１

項から第４項まで、第１００条、第１０３条及び

第１０５条の規定は、指定認知症対応型共同生活

介護の事業について準用する。この場合において、

 第１０条第１項中「第３２条に規定する運営規程

」とあるのは「第１２３条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「介護従業者」と、第６０条の

 １１第２項中「この節」とあるのは「第７章第４

 節」と、第６０条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「認

知症対応型共同生活介護について知見を有する者

」と、「１２月」とあるのは「２月」と、第１０

０条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第１０３条中「指定小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。 

４条、第２３条、第２９条、第３５条から第３７

条まで、第３９条、第４１条、第４２条、第７３

条、第７８条、第１００条、第１０３条、第１０

５条及び第１０６条第１項から第４項までの規定

は、指定認知症対応型共同生活介護の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「

第１２３条に規定する重要事項に関する規程」と、

 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第３５条中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第７３条第２項中「この節」

とあるのは「第７章第４節」と、第１００条中「

小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第１０３条中「指定小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応

型共同生活介護事業者」と、第１０６条第１項中

「小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護につ

いて知見を有する者」と、「通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは

「活動状況」と読み替えるものとする。 

第１３０条 指定地域密着型サービスに該当する地

域密着型特定施設入居者生活介護（以下「指定地

域密着型特定施設入居者生活介護」という。）の

事業は、地域密着型特定施設サービス計画（法第

８条第２１項に規定する計画をいう。以下同じ。

）に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の

日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を

行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章

において「利用者」という。）が指定地域密着型

特定施設（同項に規定する地域密着型特定施設で

あって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）

においてその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようにするものでなければな

らない。 

第１３０条 指定地域密着型サービスに該当する地

域密着型特定施設入居者生活介護（以下「指定地

域密着型特定施設入居者生活介護」という。）の

事業は、地域密着型特定施設サービス計画（法第

８条第２０項に規定する計画をいう。以下同じ。

）に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の

日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を

行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章

において「利用者」という。）が指定地域密着型

特定施設（同項に規定する地域密着型特定施設で

あって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）

においてその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようにするものでなければな

らない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１４９条 ［略］ 第１４９条 ［略］ 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第６０条の１７第２項  次条において準用する第１０６条第２項に規



に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第１５０条 第１３条、第１４条、第２３条、第２

９条、第３５条から第３９条まで、第４１条、第

４２条、第６０条の１１、第６０条の１５、第６

０条１６、第６０条の１７第１項から第４項まで

及び第１００条の規定は、指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。この

場合において、第３５条中「定期巡回・随時対応

型介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と、第６０条の１１第２項中「この

節」とあるのは「第８章第４節」と、第６０条の

１７第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入

居者生活介護について知見を有する者」と、「１

２月」とあるのは「２月」と読み替えるものとす

る。 

第１５０条 第１３条、第１４条、第２３条、第２

９条、第３５条から第３９条まで、第４１条、第

４２条、第７３条、第７７条、第７８条、第１０

０条及び第１０６条第１項から第４項までの規定

は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事

業について準用する。この場合において、第３５

条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」と

あるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第７

３条第２項中「この節」とあるのは「第８章第４

節」と、第１０６条第１項中「小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」とあるのは「地

域密着型特定施設入居者生活介護について知見を

有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況

」と読み替えるものとする。 

第１５１条 指定地域密着型サービスに該当する地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（以下

「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護」という。）の事業を行う地域密着型介護老人

福祉施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施

設」という。）は、地域密着型施設サービス計画

（法第８条第２２項に規定する地域密着型施設サ

ービス計画をいう。以下同じ。）に基づき、可能

な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置い

て、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、

社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う

ことにより、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにすること

を目指すものでなければならない。 

第１５１条 指定地域密着型サービスに該当する地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（以下

「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護」という。）の事業を行う地域密着型介護老人

福祉施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施

設」という。）は、地域密着型施設サービス計画

（法第８条第２１項に規定する地域密着型施設サ

ービス計画をいう。以下同じ。）に基づき、可能

な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置い

て、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、

社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う

ことにより、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにすること

を目指すものでなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１５２条 ［略］ 第１５２条 ［略］ 

２～１２ ［略］ ２～１２ ［略］ 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所

介護事業所（指定居宅サービス条例第９１条第１

項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同

じ。）若しくは指定介護予防サービス条例第８９

条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所、

 指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型

通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所

介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型

介護予防サービス条例第６条第１項に規定する併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所

介護事業所（指定居宅サービス条例第９１条第１

項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同

じ。）若しくは指定介護予防サービス条例第８９

条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所、

 指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認

知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは

指定地域密着型介護予防サービス条例第６条第１

項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業を行う事業所が併設される場合にお



行う事業所が併設される場合においては、当該併

設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓

練指導員については、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指

導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かないこと

ができる。 

いては、当該併設される事業所の生活相談員、栄

養士又は機能訓練指導員については、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士

又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の

処遇が適切に行われると認められるときは、これ

を置かないことができる。 

１４～１７ ［略］ １４～１７ ［略］ 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１７７条 ［略］ 第１７７条 ［略］ 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に

対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から５年間保存しなければならない。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に

対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

 その完結の日から５年間保存しなければならない。

～  ［略］    ～  ［略］ 

 次条において準用する第６０条の１７第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 次条において準用する第１０６条第２項に規

定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第１７８条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条、第３７条、

 第３９条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１５及び第６０条の１７第１項から第４項まで

の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第１０条第１

項中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは

「第１６９条に規定する重要事項に関する規程」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「従業者」と、第１４条第１項中「

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の

開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同

条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、

 第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「従業者」と、第６０条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節

」と、第６０条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について

知見を有する者」と、「１２月」とあるのは「２

月」と読み替えるものとする。 

第１７８条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条、第３７条、

 第３９条、第４２条、第７３条、第７７条、第１

０６条第１項から第４項までの規定は、指定地域

密着型介護老人福祉施設について準用する。この

場合において、第１０条第１項中「第３２条に規

定する運営規程」とあるのは「第１６９条に規定

する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業

者」と、第１４条第１項中「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあ

るのは「入所の際に」と、同条第２項中「指定居

宅介護支援が利用者に対して行われていない等の

場合であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第３５条中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「従業者」と、第７３条第２項中「この節」と

あるのは「第９章第４節」と、第１０６条第１項

中「小規模多機能型居宅介護について知見を有す

る者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」と、「

通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるも

のとする。 

（準用） （準用） 

第１９０条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条、第３７条、

 第３９条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

第１９０条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条、第３７条、

 第３９条、第４２条、第７３条、第７７条、第１



の１５、第６０条の１７第１項から第４項まで、

第１５４条から第１５６条まで、第１５９条、第

１６２条、第１６４条から第１６８条まで及び第

１７２条から第１７７条までの規定は、ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用

する。この場合において、第１０条第１項中「第

３２条に規定する運営規程」とあるのは「第１８

７条に規定する重要事項に関する規程」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「従業者」と、第１４条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項

中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは、要

介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第３５

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「従業者」と、第６０条の１１第２

項中「この節」とあるのは「第９章第５節」と、

第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を

 有する者」と、「１２月」とあるのは「２月」と、

 第１６８条中「第１５９条」とあるのは「第１９

０条において準用する第１５９条」と、同条第５

号中「第１５８条第５項」とあるのは「第１８３

条第７項」と、同条第６号中「第１７８条」とあ

るのは「第１９０条」と、同条第７号中「第１７

６条第３項」とあるのは「第１９０条において準

用する第１７６条第３項」と、第１７７条第２項

第２号中「第１５６条第２項」とあるのは「第１

９０条において準用する第１５６条第２項」と、

同項第３号中「第１５８条第５項」とあるのは「

第１８３条第７項」と、同項第４号及び第５号中

「次条」とあるのは「第１９０条」と、同項第６

号中「前条第３項」とあるのは「第１９０条にお

いて準用する前条第３項」と読み替えるものとす

る。 

０６条第１項から第４項まで、第１５４条から第

１５６条まで、第１５９条、第１６２条、第１６

４条から第１６８条まで及び第１７２条から第１

７７条までの規定は、ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設について準用する。この場合に

おいて、第１０条第１項中「第３２条に規定する

運営規程」とあるのは「第１８７条に規定する重

要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、

 第１４条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「

入居の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支

援が利用者に対して行われていない等の場合であ

って必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第３５条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業

者」と、第７３条第２項中「この節」とあるのは

「第９章第５節」と、第１０６条第１項中「小規

模多機能型居宅介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護について知見を有する者」と、「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

とあるのは「活動状況」と、第１６８条中「第１

５９条」とあるのは「第１９０条において準用す

る第１５９条」と、同条第５号中「第１５８条第

５項」とあるのは「第１８３条第７項」と、同条

第６号中「第１７８条」とあるのは「第１９０条

」と、同条第７号中「第１７６条第３項」とある

のは「第１９０条において準用する第１７６条第

３項」と、第１７７条第２項第２号中「第１５６

条第２項」とあるのは「第１９０条において準用

する第１５６条第２項」と、同項第３号中「第１

５８条第５項」とあるのは「第１８３条第７項」

と、同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは

「第１９０条」と、同項第６号中「前条第３項」

とあるのは「第１９０条において準用する前条第

３項」と読み替えるものとする。 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護の基本的取扱

 方針） 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護の基本的取扱

 方針） 

第１９７条 ［略］ 第１９７条 ［略］ 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自

らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護

の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常に

その改善を図らなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自

らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護

の質の評価を行い、定期的に外部の者による評価

を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善

を図らなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第２０２条 ［略］ 第２０２条 ［略］ 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利 ２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利



用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第６０条の１７第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 次条において準用する第１０６条第２項に規

定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第２０３条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、

 第４１条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１３、第６０条の１６、第６０条の１７、第８

８条から第９１条まで、第９４条から第９６条ま

で、第９８条、第９９条、第１０１条から第１０

５条まで及び第１０７条の規定は、指定看護小規

模多機能型居宅介護の事業について準用する。こ

の場合において、第１０条第１項中「第３２条に

規定する運営規程」とあるのは「第２０３条にお

いて準用する第１０１条に規定する重要事項に関

する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第１０章第４

節」と、第６０条の１３第３項中「地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第６０条の１７第１項中「

地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」と、「１２月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、

第９０条及び第９８条中「小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第１０７条中「第８３条第６項

各号」とあるのは「第１９２条第７項各号」と読

み替えるものとする。 

第２０３条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、

 第４１条、第４２条、第７３条、第７５条、第７

８条、第８８条から第９１条まで、第９４条から

第９６条まで、第９８条、第９９条及び第１０１

条から第１０７条の規定は、指定看護小規模多機

能型居宅介護の事業について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条に規定す

る運営規程」とあるのは「第２０３条において準

用する第１０１条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあり、第７５条第３項中

「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに

第９０条及び第９８条中「小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第１０７条中「第８３条第６項

」とあるのは「第１９２条第７項各号」と読み替

えるものとする。 

（さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例の一部改正） 

第１１条 さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（平成２４年さいたま市条例第７４号）の一部を次のように

改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、



改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（利用定員等） （利用定員等） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所において同時に共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。）は、

指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居（法第８条第２０項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居

をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設

ごとに１日当たり３人以下とする。 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所において同時に共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。）は、

指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居

をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設

ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に規

定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密

着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービスをいう。）、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介

護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第

５３条第１項に規定する指定介護予防サービスを

いう。）、指定地域密着型介護予防サービス若し

くは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第２５項に規定する介護保険

施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施設

（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法

第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。

 第４５条第６項において同じ。）の運営（同条第

７項において「指定居宅サービス事業等」という。

 ）について３年以上の経験を有する者でなければ

ならない。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に規

定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密

着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービスをいう。）、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介

護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第

５３条第１項に規定する指定介護予防サービスを

いう。）、指定地域密着型介護予防サービス若し

くは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第２４項に規定する介護保険

施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施設

（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法

第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。

 第４５条第６項において同じ。）の運営（同条第

７項において「指定居宅サービス事業等」という。

 ）について３年以上の経験を有する者でなければ

ならない。 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

第４０条 



の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を

管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地

域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有する者等により構成

される協議会（以下この項において「運営推進会

議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営

推進会議による評価を受けるとともに、運営推進

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければ

ならない。 

３ ［略］   ［略］ 

４ ［略］ ２ ［略］ 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在

する建物と同一の建物に居住する利用者に対して

指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場

合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対

しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を行うよう努めなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第４１条 ［略］ 第４１条 ［略］ 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助

言等の記録 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。 

 ［略］  ［略］ 



当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設

等、指定居宅サービス

の事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業

所、指定地域密着型通

所介護事業所、指定認

知症対応型通所介護事

業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保

健施設 

 ［略］ 当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設

等、指定居宅サービス

の事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業

所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定

介護老人福祉施設又は

介護老人保健施設 

 ［略］

７～１３ ［略］ ７～１３ ［略］ 

 （地域との連携等） 

第６３条 削除 第６３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域

住民の代表者、指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所が所在する市町村（特別区を含む。以

下同じ。）の職員又は当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する

法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支

援センターの職員、介護予防小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者等により構成される

協議会（以下この項において「運営推進会議」と

いう。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運

営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるとともに、運営推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

 ２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければ

ならない。 

 ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 その事業の運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。 

 ４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 その事業の運営に当たっては、提供した指定介護

予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者から

の苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市が実施する事業に協力す

るよう努めなければならない。 

 ５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の所

在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し

て指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供す



る場合には、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供を行うよう努めなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第６５条 ［略］ 第６５条 ［略］ 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。

～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第４０条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

 第６３条第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

（準用） （準用） 

第６６条 第１２条から第１６条まで、第２２条、

第２４条、第２５条、第２７条、第２９条、第３

 ２条から第３７条まで及び第３８条（第４項を除

く。）から第４０条までの規定は、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

 この場合において、第１２条第１項中「第２８条

に規定する運営規程」とあるのは「第５８条に規

定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２７条

第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」

と、第２９条第３項及び第３３条中「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第４０条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型通所介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」と

あるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替えるものとする。 

第６６条 第１２条から第１６条まで、第２２条、

第２４条、第２５条、第２７条、第２９条、第３

 ２条から第３７条まで、第３８条（第４項を除く。

 ）及び第３９条の規定は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業について準用する。この場

合において、第１２条第１項中「第２８条に規定

する運営規程」とあるのは「第５８条に規定する

重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第２７条第２項

中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第

２９条第３項及び第３３条中「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものと

する。 

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第８６条 ［略］ 第８６条 ［略］ 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 次条において準用する第４０条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

 次条において準用する第６３条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第８７条 第１２条、第１３条、第１５条、第１６ 第８７条 第１２条、第１３条、第１５条、第１６



条、第２４条、第２５条、第２７条、第３２条か

ら第３５条まで、第３７条、第３８条（第４項を

除く。）、第３９条、第４０条（第５項を除く。

）、第５７条、第６０条及び第６２条の規定は、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１２条第

１項中「第２８条に規定する運営規程」とあるの

は「第８１条に規定する重要事項に関する規程」

と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第２７条第２項中「

この節」とあるのは「第５章第４節」と、第３３

条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第４０条第１項中「

介護予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同

生活介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第５７条及び第６０条中

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と、第６０条中「指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

」と読み替えるものとする。 

条、第２４条、第２５条、第２７条、第３２条か

ら第３５条まで、第３７条、第３８条（第４項を

除く。）、第３９条、第５７条、第６０条、第６

２条及び第６３条の規定は、指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第１２条第１項中「第２８条に

規定する運営規程」とあるのは「第８１条に規定

する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第２７条第２項中「この節」とあるのは

「第５章第４節」と、第３３条中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第５７条及び第６０条中「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と、第６０条中「指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者」と、第６３条

第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「介護予防認知

症対応型共同生活介護について知見を有する者」

と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数

等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替

えるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１０条の規定による改正後のさいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例第６０条の１９第２項及び第６０条の３７第２

項の規定は、この条例の施行の際現に指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第３６条第２項及び第

４０条の１５第２項の規定により保存されている記録（その整備が完結していない

ものを含む。）及びこの条例の施行の日以後に整備される記録について適用する。 

 （さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改

正する条例の一部改正） 

３ さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改

正する条例（平成２７年さいたま市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第５条中第２１３条の改正を次のように改める。 



（受託介護予防サービス事業者への委託） （受託介護予防サービス事業者への委託） 

第２１３条 ［略］ 第２１３条 ［略］ 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サー

ビス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居

宅サービス事業者をいう。）、指定地域密着型サ

ービス事業者（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービス事業者をいう。）、指定

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（法第５４条の２第１項

に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業

者をいう。）又は法第１１５条の４５の３第１項

に規定する指定事業者（次項において「指定事業

者」という。）でなければならない。

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サー

ビス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居

宅サービス事業者をいう。）、指定地域密着型サ

ービス事業者（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービス事業者をいう。）、指定

介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護

予防サービス事業者（法第５４条の２第１項に規

定する指定地域密着型介護予防サービス事業者を

いう。）でなければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介

護予防サービスの種類は、指定訪問介護（指定居

宅サービス等条例第５条に規定する指定訪問介護

をいう。以下同じ。）、指定通所介護（指定居宅

サービス等条例第９０条に規定する指定通所介護

をいう。以下同じ。）、指定地域密着型通所介護

（指定地域密着型サービス条例第６０条の２に規

定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。

 ）、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪

問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、

指定介護予防通所リハビリテーション、第２１８

条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定

地域密着型介護予防サービス条例第５条に規定す

る指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第

１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号

訪問事業（指定事業者により行われるものに限る。

 以下「指定第１号訪問事業」という。）に係るサ

ービス及び同号ロに規定する第１号通所事業（指

定事業者により行われるものに限る。以下「指定

第１号通所事業」という。）に係るサービスとす

る。

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介

 護予防サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、

 指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービ

ス条例第６０条の２に規定する指定地域密着型通

所介護をいう。以下同じ。）、指定介護予防訪問

入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防

 訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、

 指定介護予防通所リハビリテーション、第２１８

条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定

地域密着型介護予防サービス条例第５条に規定す

る指定介護予防認知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、

次に掲げる事業を提供する事業者と、第１項に規

定する方法によりこれらの提供に関する業務を委

託する契約を締結するものとする。

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、

 指定介護予防訪問介護、指定地域密着型通所介護、

 指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護

を提供する事業者と、第１項に規定する方法によ

りこれらの提供に関する業務を委託する契約を締

結するものとする。 

 指定訪問介護又は指定第１号訪問事業に係る

サービス

 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介

護又は指定第１号通所事業（機能訓練を行う事

業を含むものに限る。）に係るサービス

 指定介護予防訪問看護

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 



さいたま市条例第３４号 

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例の一部を改正する条例

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年さいたま市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （基準該当生活介護の基準）  （基準該当生活介護の基準） 

第９６条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービ

ス（以下この節において「基準該当生活介護」と

いう。）の事業を行う者（以下この節において「

基準該当生活介護事業者」という。）が当該事業

に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

第９６条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービ

ス（以下この節において「基準該当生活介護」と

いう。）の事業を行う者（以下この節において「

基準該当生活介護事業者」という。）が当該事業

に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者（さいたま市指定居宅サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第６８

号。以下この条において「指定居宅サービス条

例」という。）第９１条第１項に規定する指定

通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型

通所介護事業者（さいたま市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３

号。以下「指定地域密着型サービス条例」とい

う。）第６０条の３第１項に規定する指定地域

密着型通所介護事業者をいう。）（以下「指定

通所介護事業者等」という。）であって、地域

において生活介護が提供されていないこと等に

より生活介護を受けることが困難な障害者に対

して指定通所介護（指定居宅サービス条例第９

０条に規定する指定通所介護をいう。）又は指

定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービ

ス条例第６０条の２に規定する指定地域密着型

通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」

という。）を提供するものであること。 

 指定通所介護事業者（さいたま市指定居宅サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第６８

号。以下この条において「指定居宅サービス条

例」という。）第９１条第１項に規定する指定

  通所介護事業者をいう。以下同じ。）であって、

  地域において生活介護が提供されていないこと

等により生活介護を受けることが困難な障害者

に対して指定通所介護（指定居宅サービス条例

第９０条に規定する指定通所介護をいう。以下

同じ。）を提供するものであること。 

 指定通所介護事業所（指定居宅サービス条例

第９１条第１項に規定する指定通所介護事業所

をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所

 指定通所介護事業所（指定居宅サービス条例

第９１条第１項に規定する指定通所介護事業所

をいう。以下同じ。）の食堂及び機能訓練室（



（指定地域密着型サービス条例第６０条の３第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所

をいう。）（以下「指定通所介護事業所等」と

いう。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サー

ビス条例第９３条第２項第１号又は指定地域密

着型サービス条例第６０条の５第２項第１号に

規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。

  ）の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基

準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で

除して得た面積が３平方メートル以上であるこ

と。 

指定居宅サービス条例第９３条第２項第１号に

規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。

  ）の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準

該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除

して得た面積が３平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当

該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介

護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及

び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定通所介護

  事業所等として必要とされる数以上であること。

 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該

指定通所介護事業所が提供する指定通所介護の

利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該

当生活介護を受ける利用者の数の合計数である

とした場合における当該指定通所介護事業所と

して必要とされる数以上であること。 

 ［略］    ［略］  

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する

特例） 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する

特例） 

第９７条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多

機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス

条例第８３条第１項に規定する指定小規模多機能

型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型サービス条例第１９２条第１項に規定する指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以

下同じ。）が地域において生活介護が提供されて

いないこと等により生活介護を受けることが困難

な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（

指定地域密着型サービス条例第８２条に規定する

指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。

）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス条例第１９１条に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。

）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス

条例第８３条第１項又は第１９２条第１項に規定

する通いサービスをいう。）を提供する場合には、

 当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通

いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス条例第８３条第１

項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型サービス条例第１９２条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」という。）を基準該当生活介

護事業所とみなす。この場合において、前条の規

定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等

第９７条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多

機能型居宅介護事業者（さいたま市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３

号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。

 ）第８３条第１項に規定する指定小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型サービス条例第１９２条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下

同じ。）が地域において生活介護が提供されてい

ないこと等により生活介護を受けることが困難な

障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型サービス条例第８２条に規定する指

定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）

又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型サービス条例第１９１条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）

のうち通いサービス（指定地域密着型サービス条

例第８３条第１項又は第１９２条第１項に規定す

る通いサービスをいう。）を提供する場合には、

当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通

いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定地域密着型サービス条例第８３条第１

項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。以下同じ。）又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス条例

第１９２条第１項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規



については適用しない。 模多機能型居宅介護事業所等」という。）を基準

 該当生活介護事業所とみなす。この場合において、

 前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等については適用しない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）  （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第１５０条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当

障害福祉サービス（以下この節において「基準該

当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行

う者（以下この節において「基準該当自立訓練（

機能訓練）事業者」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は、次のとおりとする。 

第１５０条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当

障害福祉サービス（以下この節において「基準該

当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行

う者（以下この節において「基準該当自立訓練（

機能訓練）事業者」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 指定通所介護事業者等であって、地域におい

て自立訓練（機能訓練）が提供されていないこ

と等により自立訓練（機能訓練）を受けること

が困難な障害者に対して指定通所介護等を提供

するものであること。 

 指定通所介護事業者であって、地域において

自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと

等により自立訓練（機能訓練）を受けることが

困難な障害者に対して指定通所介護を提供する

ものであること。 

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室

の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準

該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数

の合計数で除して得た面積が３平方メートル以

上であること。 

 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の

面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当

自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合

計数で除して得た面積が３平方メートル以上で

あること。 

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当

該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介

護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及

び基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用

者の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該

指定通所介護事業所が提供する指定通所介護の

利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該

当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の

合計数であるとした場合における当該指定通所

介護事業所として必要とされる数以上であるこ

と。 

 ［略］    ［略］ 

 （基準該当自立訓練（生活訓練）の基準）  （基準該当自立訓練（生活訓練）の基準） 

第１６０条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当

障害福祉サービス（以下この節において「基準該

当自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行

う者（以下この節において「基準該当自立訓練（

生活訓練）事業者」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は、次のとおりとする。 

第１６０条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当

障害福祉サービス（以下この節において「基準該

当自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行

う者（以下この節において「基準該当自立訓練（

生活訓練）事業者」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 指定通所介護事業者等であって、地域におい

て自立訓練（生活訓練）が提供されていないこ

と等により自立訓練（生活訓練）を受けること

が困難な障害者に対して指定通所介護等を提供

するものであること。 

 指定通所介護事業者であって、地域において

自立訓練（生活訓練）が提供されていないこと

等により自立訓練（生活訓練）を受けることが

困難な障害者に対して指定通所介護を提供する

ものであること。 

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室

の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準

該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数

の合計数で除して得た面積が３平方メートル以

上であること。 

 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の

面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当

自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合

計数で除して得た面積が３平方メートル以上で

あること。 



 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当

該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介

護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及

び基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用

者の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該

指定通所介護事業所が提供する指定通所介護の

利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該

当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の

合計数であるとした場合における当該指定通所

介護事業所として必要とされる数以上であるこ

と。 

 ［略］    ［略］ 

附 則

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。



さいたま市条例第３５号 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例

 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （地域との連携等）  （地域との連携等）

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若

しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、

若しくは在籍する保育所、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）に規定する幼稚園、小学校（義

務教育学校の前期課程を含む。）若しくは特別支

援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定

子ども園その他児童が集団生活を営む施設からの

相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう

努めなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若

しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、

若しくは在籍する保育所、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）に規定する幼稚園、小学校若し

くは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規

定する認定子ども園その他児童が集団生活を営む

施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助

を行うよう努めなければならない。

 （指定通所介護事業所等に関する特例）  （指定通所介護事業所に関する特例）

第６１条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護

事業者（さいたま市指定居宅サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２

４年さいたま市条例第６８号。以下「指定居宅サ

ービス条例」という。）第９１条第１項に規定す

る指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密

着型通所介護事業者（さいたま市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３号。

 以下「指定地域密着型サービス条例」という。）

第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通

第６１条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護

事業者（さいたま市指定居宅サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２

４年さいたま市条例第６８号。以下「指定居宅サ

ービス条例」という。）第９１条第１項に規定す

る指定通所介護事業者をいう。）が地域において

児童発達支援が提供されていないこと等により児

童発達支援を受けることが困難な障害児に対して

指定通所介護（指定居宅サービス条例第９０条に

規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）を提

供する場合には、当該指定通所介護を基準該当児



所介護事業者をいう。）が地域において児童発達

支援が提供されていないこと等により児童発達支

援を受けることが困難な障害児に対して指定通所

介護（指定居宅サービス条例第９０条に規定する

指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所

介護（指定地域密着型サービス条例第６０条の２

に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（

以下「指定通所介護等」という。）を提供する場

合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達

支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護

事業所（指定居宅サービス条例第９１条第１項に

規定する指定通所介護事業所をいう。）又は指定

地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サー

ビス条例第６０条の３第１項に規定する指定地域

密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通

所介護事業所等」という。）を基準該当児童発達

支援事業所とみなす。この場合において、この節

（第５９条（第２４条第２項、第３項、第５項及

 び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除く。

 ）の規定は、当該指定通所介護事業所等について

は適用しない。 

童発達支援と、当該指定通所介護を行う指定通所

介護事業所（指定居宅サービス条例第９１条第１

項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同

じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。

この場合において、この節（第５９条（第２４条

第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用

する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指

定通所介護事業所については適用しない。

 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓

練室（指定居宅サービス条例第９３条第２項第

１号又は指定地域密着型サービス条例第６０条

の５第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練

室をいう。）の面積を、指定通所介護等の利用

者の数とこの条の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害

児の数の合計数で除して得た面積が３平方メー

トル以上であること。

 当該指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練

室の面積を、指定通所介護の利用者の数とこの

条の規定により基準該当児童発達支援とみなさ

れる指定通所介護を受ける障害児の数の合計数

で除して得た面積が３平方メートル以上である

こと。

 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、

  当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所

介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者

の数及びこの条の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害

児の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以

上であること。

 当該指定通所介護事業所の従業者の員数が、

当該指定通所介護事業所が提供する指定通所介

護の利用者の数を指定通所介護の利用者の数及

びこの条の規定により基準該当児童発達支援と

みなされる指定通所介護を受ける障害児の数の

合計数であるとした場合における当該指定通所

介護事業所として必要とされる数以上であるこ

と。

 この条の規定に基づき基準該当児童発達支援  この条の規定に基づき基準該当児童発達支援

  とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に

対して適切なサービスを提供するため、障害児

入所施設その他の関係施設から必要な技術的支

援を受けていること。

  とみなされる指定通所介護を受ける障害児に対

して適切なサービスを提供するため、障害児入

所施設その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する

特例）

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する

特例）

第６１条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規

模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サー

ビス条例第８３条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小

第６１条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規

模多機能型居宅介護事業者（さいたま市指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例（平成２４年さいたま市条例第



規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第１９２条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が地域

において児童発達支援が提供されていないこと等

により児童発達支援を受けることが困難な障害児

に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型サービス条例第８２条に規定する指定小規

模多機能型居宅介護をいう。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス条

例第１９１条に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項又は第１９

２条第１項に規定する通いサービスをいう。以下

同じ。）を提供する場合には、当該通いサービス

を基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを

行う指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型サービス条例第１９２条第１項に規定

する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所等」という。）を基準該当児童発達支援事業所

とみなす。この場合において、この節（第５９条

（第２４条第２項、第３項、第５項及び第６項の

規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

ついては適用しない。

７３号。以下「指定地域密着型サービス条例」と

いう。）第８３条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第１９２条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が地域

において児童発達支援が提供されていないこと等

により児童発達支援を受けることが困難な障害児

に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型サービス条例第８２条に規定する指定小規

模多機能型居宅介護をいう。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス条

例第１９１条に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項又は第１９

２条第１項に規定する通いサービスをいう。以下

同じ。）を提供する場合には、当該通いサービス

を基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを

行う指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型サービス条例第１９２条第１項に規定

する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所等」という。）を基準該当児童発達支援事業所

とみなす。この場合において、この節（第５９条

（第２４条第２項、第３項、第５項及び第６項の

規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

ついては適用しない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

   附 則

 この条例中第５２条第２項の改正は公布の日から、第６１条及び第６１条の２の改

正は平成２８年７月１日から施行する。



さいたま市条例第３６号 

   さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さいたま

市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （設備の基準）  （設備の基準） 

第４４条 保育所の設備の基準は、次のとおりとす

る。 

第４４条 保育所の設備の基準は、次のとおりとす

る。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下

「保育室等」という。）を２階に設ける建物は

次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は次のイからクまでの要件に該

当するものであること。 

 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下

「保育室等」という。）を２階に設ける建物は

次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は次のイからクまでの要件に該

当するものであること。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げるいずれか

の施設又は設備が１以上設けられていること。

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げるいずれか

   の施設又は設備が１以上設けられていること。

階 区分 施設又は設備 

２階  ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号）第１２

３条第１項各号又は同条第３

 項各号に規定する構造の屋内

階段（ただし、同条第１項の

場合においては、当該階段の

構造は、建築物の１階から２

階までの部分に限り、屋内と

階段室とは、バルコニー又は

付室を通じて連絡することと

 し、かつ、同条第３項第３号、

 第４号及び第１０号を満たす

ものとする。） 

階 区分 施設又は設備 

２階  ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号）第１２

３条第１項各号又は同条第３ 

 項各号に規定する構造の屋内

階段（ただし、同条第１項の

場合においては、当該階段の

構造は、建築物の１階から２

階までの部分に限り、屋内と

階段室とは、バルコニー又は

付室を通じて連絡することと 

 し、かつ、同条第３項第２号、

 第３号及び第９号を満たすも 

 のとする。） 



 ２～４ ［略］ 

３階  ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から３階

までの部分に限り、屋内と階

段室とは、バルコニー又は付

室を通じて連絡することとし、

 かつ、同条第３項第３号、第

４号及び第１０号を満たすも

のとする。） 

２・３ ［略］ 

４階

以上 

 ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育

室等が設けられている階まで

の部分に限り、屋内と階段室

とは、バルコニー又は付室（

階段室が同条第３項第２号に

規定する構造を有する場合を

除き、同号に規定する構造を

有するものに限る。）を通じ

て連絡することとし、かつ、

同条第３項第３号、第４号及

び第１０号を満たすものとす

る。） 

２・３ ［略］ 

 ２～４ ［略］ 

３階  ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から３階

までの部分に限り、屋内と階

段室とは、バルコニー又は付 

室を通じて連絡することとし、

 かつ、同条第３項第２号、第

３号及び第９号を満たすもの

とする。） 

２・３ ［略］ 

４階

以上 

 ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育

室等が設けられている階まで

の部分に限り、屋内と階段室

とは、バルコニー又は外気に

向かって開くことのできる窓

若しくは排煙設備（同条第３

項第１号に規定する国土交通

大臣が定めた構造方法を用い

るものその他有効に排煙する

ことができると認められるも

のに限る。）を有する付室を

通じて連絡することとし、か

つ、同条第３項第２号、第３

号及び第９号を満たすものと

する。） 

２・３ ［略］ 

  ウ～ク ［略］   ウ～ク ［略］ 

 （職員）  （職員）

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。

～  ［略］   ～  ［略］

 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育

学校の教諭となる資格を有する者

 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校（

学校教育法第１条に規定する小学校をいう。以

下同じ。）、中学校（学校教育法第１条に規定

する中学校をいう。以下同じ。）、高等学校又

は中等教育学校の教諭となる資格を有する者



 ［略］  ［略］

 （児童指導員の資格）  （児童指導員の資格）

第５８条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。

第５８条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 学校教育法の規定により、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であって、市長が適当

と認めたもの

 学校教育法の規定により、小学校、中学校、

高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を

有する者であって、市長が適当と認めたもの

 ［略］  ［略］

 （児童自立支援専門員の資格）  （児童自立支援専門員の資格）

第１００条 児童自立支援専門員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。

第１００条 児童自立支援専門員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 学校教育法の規定により、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であって、１年以上児

童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教

員としてその職務に従事したもの

 学校教育法の規定により、小学校、中学校、

高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を

有する者であって、１年以上児童自立支援事業

に従事したもの又は２年以上教員としてその職

務に従事したもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第３７号 

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例 

 さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

×  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

×  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

×  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職員） （職員）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事が行う研修を修了した

ものでなければならない。 

  ～  ［略］ 

 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育

学校の教諭となる資格を有する者 

  ～  ［略］ 

３ 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事が行う研修を修了した

ものでなければならない。 

  ～  ［略］ 

 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭とな

る資格を有する者 

  ～  ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



さいたま市条例第３８号 

さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例

さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年さい

たま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （設備の基準）  （設備の基準） 

第２８条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下

「小規模保育事業所Ａ型」という。）の設備の基

準は、次のとおりとする。 

第２８条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下

「小規模保育事業所Ａ型」という。）の設備の基

準は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］  

 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下

「保育室等」という。）を２階に設ける建物は

次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するも

のであること。 

 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下

「保育室等」という。）を２階に設ける建物は

次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するも

のであること。 

  ア ［略］    ア ［略］ 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は

設備が１以上設けられていること。 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は

設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

 ［略］ 

４階

以上

の階 

 ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育

室等が設けられている階まで

の部分に限り、屋内と階段室

とは、バルコニー又は付室（

階段室が同条第３項第２号に

規定する構造を有する場合を

階 区分 施設又は設備 

 ［略］ 

４階

以上

の階 

 ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育

室等が設けられている階まで

の部分に限り、屋内と階段室

とは、バルコニー又は外気に

向かって開くことのできる窓

若しくは排煙設備（同条第３ 



  除き、同号に規定する構造を

有するものに限る。）を通じ

て連絡することとし、かつ、

同条第３項第３号、第４号及

び第１０号を満たすものとす

る。） 

２・３ ［略］ 

  項第１号に規定する国土交通

大臣が定めた構造方法を用い

るものその他有効に排煙する

ことができると認められるも

のに限る。）を有する付室を

通じて連絡することとし、か

つ、同条第３項第２号、第３

号及び第９号を満たすものと

する。） 

２・３ ［略］ 

  ウ～ク ［略］   ウ～ク ［略］ 

 （設備の基準）  （設備の基準） 

第４３条 事業所内保育事業（利用定員が２０人以

上のものに限る。第４５条及び第４６条において

「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う

事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」と

いう。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

第４３条 事業所内保育事業（利用定員が２０人以

上のものに限る。第４５条及び第４６条において

「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う

事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」と

いう。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］  

 保育室等を２階に設ける建物は次のア、イ及

びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建

  物は次に掲げる要件に該当するものであること。

 保育室等を２階に設ける建物は次のア、イ及

びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建

物は次に掲げる要件に該当するものであること。

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は

設備が１以上設けられていること。 

  イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は

設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

 ［略］ 

４階

以上

の階 

 ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育

室等が設けられている階まで

の部分に限り、屋内と階段室

とは、バルコニー又は付室（

階段室が同条第３項第２号に

規定する構造を有する場合を

除き、同号に規定する構造を

有するものに限る。）を通じ

て連絡することとし、かつ、

同条第３項第３号、第４号及

び第１０号を満たすものとす

る。） 

階 区分 施設又は設備 

 ［略］ 

４階

以上

の階 

 ［略］ 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３

条第１項各号又は同条第３項

各号に規定する構造の屋内階

段（ただし、同条第１項の場

合においては、当該階段の構

造は、建築物の１階から保育

室等が設けられている階まで

の部分に限り、屋内と階段室

とは、バルコニー又は外気に

向かって開くことのできる窓

若しくは排煙設備（同条第３

項第１号に規定する国土交通

大臣が定めた構造方法を用い

るものその他有効に排煙する

ことができると認められるも

のに限る。）を有する付室を

通じて連絡することとし、か

つ、同条第３項第２号、第３

号及び第９号を満たすものと 



２・３ ［略］ 

 する。） 

２・３ ［略］ 

  ウ～ク ［略］   ウ～ク ［略］ 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第３９号 

さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例

さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例（平成１９年

さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ［略］  ［略］

 乳幼児・児童 市内に住所を有する学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期

課程、特別支援学校の中学部又はこれらに準じ

るものを卒業する日又は修了する日の属する月

の末日までの者その他規則で定める特別の事情

がある者で、医療保険各法の規定による被保険

者又は被扶養者であるもの。ただし、次のいず

れかに該当する者を除く。

 乳幼児・児童 市内に住所を有する学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援

学校の中学部又はこれらに準ずるものを卒業す

る日又は修了する日の属する月の末日までの者

その他規則で定める特別の事情がある者で、医

療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

であるもの。ただし、次のいずれかに該当する

者を除く。

  ア～エ ［略］     ア～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第４０号 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （保険税の減免）  （保険税の減免）

第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］

２ 前項の規定により国民健康保険税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添えて市長に提出しなければならな

い。

２ 前項の規定により国民健康保険税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添えて市長に提出しなければならな

い。

 納税義務者の氏名及び住所  納税義務者の氏名、住所及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。

）

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第４１号 

さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

さいたま市消防団員等公務災害補償条例（平成１３年さいたま市条例第２８３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

附 則   附 則

（他の法律による給付との調整） （他の法律による給付との調整）

第８条 ［略］ 第８条 ［略］

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死

亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年

金たる給付の支給を受ける場合（前項に規定する

場合を除く。）には、当分の間、この条例の規定

にかかわらず、この条例の規定（第２４条を除く。

 ）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に

掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の

中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに

同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が

当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害

補償の事由となった障害又は死亡について支給さ

れる同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる

給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該

残額）を支給し、その額に５０円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数があるときは、これを１００円に切り

上げる。

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死

亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年

金たる給付の支給を受ける場合（前項に規定する

場合を除く。）には、当分の間、この条例の規定

にかかわらず、この条例の規定（第２４条を除く。

 ）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に

掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の

中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに

同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が

当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害

補償の事由となった障害又は死亡について支給さ

れる同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる

給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該

残額）を支給し、その額に５０円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数があるときは、これを１００円に切り

上げる。

１ 傷病補償年  障害厚生年金等 ０．８８

金（第２２条  ［略］ 

 に規定する公

務上の災害に

係るものを除

く。） 

２ 傷病補償年

金（第２２条

に規定する公

 障害厚生年金等 ０．９２

（第１級

の傷病等

１ 傷病補償年  障害厚生年金等 ０．８６

金（第２２条  ［略］ 

 に規定する公

務上の災害に

係るものを除

く。） 

２ 傷病補償年

金（第２２条

に規定する公

 障害厚生年金等 ０．９１

（第１級

又は第２



 務上の災害に

係るものに限

る。） 

 級に該当

する障害

に係る傷

病補償年

金にあっ

ては、０

．９１）

 ［略］ 

３～６ ［略］ 

 務上の災害に

係るものに限

る。） 

 級の傷病

等級に該

当する障

害に係る

傷病補償

年金にあ

っては、

０．９０

） 

 ［略］ 

３～６ ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事

由について次の表の左欄に掲げる法律による年金

たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第

８条の規定にかかわらず、同条の規定による休業

補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による

年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額から

同一の事由について支給される当該法律による年

金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の

数が２である場合にあっては、その合計額）を３

６５で除して得た額を控除した残額を下回る場合

には、当該残額）を支給する。 

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事

由について次の表の左欄に掲げる法律による年金

たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第

８条の規定にかかわらず、同条の規定による休業

補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による

年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額から

同一の事由について支給される当該法律による年

金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の

数が２である場合にあっては、その合計額）を３

６５で除して得た額を控除した残額を下回る場合

には、当該残額）を支給する。 

 ［略］ 

障害厚生年金等（当該損害補償の事

由となった障害について障害基礎年

金が支給される場合を除く。） 

０．８８

 ［略］ 

 ［略］ 

障害厚生年金等（当該損害補償の事

由となった障害について障害基礎年

金が支給される場合を除く。） 

０．８６

 ［略］ 

６・７ ［略］ ６・７ ［略］ 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市消防団員

等公務災害補償条例（以下「改正後の条例」という。）附則第８条の規定は、平成

２８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例附則第８条の規定は、平成２８年４月１日以後に支給すべき事由の

生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後

の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日

前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償につい

ては、なお従前の例による。 



３ この条例による改正前のさいたま市消防団員等公務災害補償条例附則第８条の規

定に基づいて平成２８年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正後

の条例の適用を受ける者に支給された傷病補償年金及び休業補償は、改正後の条例

による傷病補償年金及び休業補償の内払とみなす。 


