
条 例 番 号 条     例     名 

条例第１号 さいたま市監査委員条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：監査課】

条例第２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３０年３月２６日公布 所管課：ＩＣＴ政策課】

条例第３号 さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：人事課】

条例第４号 さいたま市職員退職手当条例等の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：職員課】

条例第５号 さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計条例及びさいたま都

市計画事業南平野土地区画整理事業施行規程を廃止する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：岩槻まちづくり事務所】

条例第６号 さいたま市土壌汚染対策法関係事務手数料条例の一部を改正する

条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：環境対策課】

条例第７号 さいたま市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係事務手数

料条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：産業廃棄物指導課】

条例第８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３０年３月２６日公布 所管課：建築行政課】

条例第９号 さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：査察指導課】

条例第１０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３０年３月２６日公布 所管課：国民健康保険課】

条例第１１号 さいたま市ＰＦＩ等審査委員会条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：行財政改革推進部】

条例第１２号 さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：教職員人事課】

条例第１３号 さいたま市教職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：教職員人事課】

条例第１４号 さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：教職員人事課】

条例第１５号 さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：健康教育課】



条例第１６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３０年３月２６日公布 所管課：介護保険課】

条例第１７号 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ

条例等の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：高齢福祉課】

条例第１８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等の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：障害支援課】

条例第１９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

に関する条例等の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：障害支援課】

条例第２０号 さいたま市総合療育センターひまわり学園条例の一部を改正する

条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：育成課】

条例第２１号 さいたま市大崎むつみの里条例等の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：障害政策課】

条例第２２号 さいたま市心身障害者医療費支給条例及びさいたま市後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：年金医療課】

条例第２３号 さいたま市子ども家庭総合センター条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：子ども総合センター開設

準備室】

条例第２４号 さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地

方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：のびのび安心子育て課】

条例第２５号 さいたま市幼保連携型認定こども園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３０年３月２６日公布 所管課：のびのび安心子育て課】

条例第２６号 さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する

利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：保育課】

条例第２７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３０年３月２６日公布 所管課：国民健康保険課】

条例第２８号 さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：介護保険課】



条例第２９号 さいたま市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に

関する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：介護保険課】

条例第３０号 さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：環境対策課】

条例第３１号 さいたま市医療法施行条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：地域医療課】

条例第３２号 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正

する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：産業廃棄物指導課】

条例第３３号 さいたま市営北浦和臨時駐車場条例を廃止する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：自転車まちづくり推進

課】

条例第３４号 さいたま市岩槻人形博物館条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：岩槻人形博物館開設準備

室】

条例第３５号 さいたま市中小企業融資条例を廃止する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：経済政策課】

条例第３６号 さいたま市都市公園条例等の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：都市公園課】

条例第３７号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等

の一部を改正する条例 
【平成３０年３月２６日公布 所管課：建築行政課】

条例第３８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３０年３月２６日公布 所管課：消防総務課消防団活躍推

進室】

条例第３９号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例 
【平成３０年３月３１日公布 所管課：税制課】

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３０年３月３１日公布 所管課：国民健康保険課】



さいたま市条例第１号 

さいたま市監査委員条例の一部を改正する条例

さいたま市監査委員条例（平成１３年さいたま市条例第１０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

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号。以下「法」という。）第２００条第２

項及び第２０２条の規定に基づき、監査委員につ

いて必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号。以下「法」という。）第１９６条第１

項及び第５項、第２００条第２項並びに第２０２

条の規定に基づき、監査委員について必要な事項

を定めるものとする。

（議員のうちから選任する監査委員）

第２条 法第１９６条第１項の規定により議員のう

ちから選任する監査委員の数は、２人とする。

 （常勤の監査委員）  （常勤の監査委員）

第２条 法第１９６条第５項の識見を有する者のう

ちから選任される常勤の監査委員の数は、１人と

する。

第３条 法第１９６条第５項の規定により識見を有

 する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、

 １人とする。

（議員のうちから選任される監査委員）

第３条 法第１９６条第６項の議員のうちから選任

される監査委員の数は、２人とする。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２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２（第４条関係）

機関 事務 特定個人情報

１～４ ［略］

５ 市長 ［略］ 中国残留邦人等支援給

付等関係情報、生活保

護関係情報、医療保険

給付関係情報、障害者

関係情報、措置入所等

関係情報、地方税関係

情報、児童福祉法によ

る障害児入所支援若し

くは母子生活支援施設

における保護の実施に

関する情報、児童扶養

手当法（昭和３６年法

律第２３８号）による

児童扶養手当の支給に

関する情報（以下「児

童扶養手当関係情報」

という。）又は特別児

童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９

年法律第１３４号）に

よる特別児童扶養手当

の支給に関する情報（

以下「特別児童扶養手

当関係情報」という。

）であって規則で定め

るもの

別表第２（第４条関係）

機関 事務 特定個人情報

１～４ ［略］

５ 市長 ［略］ 中国残留邦人等支援給

付等関係情報、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、措置入

所等関係情報、自立支

援給付関係情報、地方

税関係情報、児童福祉

法による障害児入所支

援若しくは母子生活支

援施設における保護の

実施に関する情報、児

童扶養手当法（昭和３

６年法律第２３８号）

による児童扶養手当の

支給に関する情報（以

下「児童扶養手当関係

情報」という。）又は

特別児童扶養手当等の

支給に関する法律（昭

和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶

養手当の支給に関する

情報（以下「特別児童

扶養手当関係情報」と

いう。）であって規則

で定めるもの



６ 市長 ［略］ 生活保護関係情報、障

害者関係情報、措置入

所等関係情報、自立支

援給付関係情報、地方

税関係情報又は児童福

祉法による障害児通所

支援若しくは障害児入

所支援に関する情報で

あって規則で定めるも

の

７～１７ ［略］

１８ 市長 ［略］ 医療保険給付関係情報

又は児童福祉法第１９

条の７に規定する他の

法令による給付の支給

に関する情報であって

規則で定めるもの

１９～３０ ［略］

３１ 市長 ［略］ 中国残留邦人等支援給

付等関係情報、生活保

護関係情報、医療保険

給付関係情報又は国民

健康保険税賦課徴収情

報であって規則で定め

るもの

３２～３４ ［略］

３５ 市長 難病の患

者に対す

る医療等

に関する

法律（平

成２６年

法律第５

０号）に

よる特定

医療費の

支給に関

する事務

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

護関係情報又は医療保

険給付関係情報であっ

て規則で定めるもの

６ 市長 ［略］ 中国残留邦人等支援給

付等関係情報、生活保

護関係情報、障害者関

係情報、措置入所等関

係情報、自立支援給付

関係情報、地方税関係

情報又は児童福祉法に

よる障害児通所支援若

しくは障害児入所支援

に関する情報であって

規則で定めるもの

７～１７ ［略］

１８ 市長 ［略］ 医療保険給付関係情報、

地方税関係情報又は児

童福祉法第１９条の７

に規定する他の法令に

よる給付の支給に関す

る情報であって規則で

定めるもの

１９～３０ ［略］

３１ 市長 ［略］ 中国残留邦人等支援給

付等関係情報、生活保

護関係情報、医療保険

給付関係情報、国民健

康保険税賦課徴収情報

又は地方税関係情報で

あって規則で定めるも

の

３２～３４ ［略］

附 則 

この条例中別表第２第５項、第６項、第１８項及び第３１項の改正は公布の日から、 



同表に１項を加える改正は平成３０年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第３号 

   さいたま市職員定数条例の一部を改正する条例

 さいたま市職員定数条例（平成１３年さいたま市条例第２３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

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

第２条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりと

する。 

 市長の事務部局の職員   市長の事務部局の職員 

ア 一般職員（イに掲げる職員を除く。） ５ 

，６８２人 

ア 一般職員（イに掲げる職員を除く。） ５ 

，３８０人 

イ ［略］ イ ［略］ 

～  ［略］  ～  ［略］ 

 消防職員 １，３５７人  消防職員 １，３３１人 

 ［略］   ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第４号 

   さいたま市職員退職手当条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市職員退職手当条例の一部改正）

第１条 さいたま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６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

 （勤続期間の計算）  （勤続期間の計算）

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職

期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員

（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８

２号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。）

（以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。

）が引き続いて職員となったときにおけるその者

の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在

職期間を含むものとする。この場合において、そ

の者の職員以外の地方公務員等としての引き続い

た在職期間については、前各項の規定を準用して

計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間と

して計算するものとする。ただし、退職により、

この条例の規定による退職手当に相当する給与の

支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎

となった在職期間（当該給与の計算の基礎となる

べき在職期間がその者が在職した地方公共団体等

の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１

８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基

準（同法第４８条第２項又は第５１条第２項に規

定する基準をいう。以下同じ。）において明確に

定められていない場合においては、当該給与の額

を退職の日におけるその者の給料月額で除して得

た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じ

たときは、その端数を切り捨てる。）に相当する

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職

期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員

（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８

２号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。）

（以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。

）が引き続いて職員となったときにおけるその者

の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在

職期間を含むものとする。この場合において、そ

の者の職員以外の地方公務員等としての引き続い

た在職期間については、前各項の規定を準用して

計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間と

して計算するものとする。ただし、退職により、

この条例の規定による退職手当に相当する給与の

支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎

となった在職期間（当該給与の計算の基礎となる

べき在職期間がその者が在職した地方公共団体等

の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１

８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基

準（同法第４８条第２項又は第５１条第２項に規

定する基準をいう。以下同じ。）において明確に

定められていない場合においては、当該給与の額

を退職の日におけるその者の給料月額で除して得

た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じ

たときは、その端数を切り捨てる。）に相当する



月数）は、その者の職員としての引き続いた在職

期間には含まないものとする。

月数）は、その者の職員としての引き続いた在職

期間には含まないものとする。

 ［略］  ［略］

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人

（以下「地方公共団体等」という。）で、退職

手当に関する規定又は退職手当の支給の基準に

おいて、当該地方公共団体等以外の地方公共団

体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は

一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第

８条第１項第５号に規定する一般地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）、地方公社若しくは

公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１

項に規定する公庫等をいう。以下同じ。）（以

下「一般地方独立行政法人等」という。）に使

用される者（役員及び常時勤務に服することを

要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法

人等職員」という。）が、任命権者若しくはそ

の委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等

の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引

き続いて当該地方公共団体等の公務員となった

場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団

体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は

一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間

を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期

間に通算することと定めているものの公務員（

以下「特定地方公務員」という。）が、任命権

者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き

続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、

退職手当（これに相当する給与を含む。以下こ

の項において同じ。）に関する規程において、

地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職

員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又

は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職

手当を支給されないで、引き続いて当該一般地

方独立行政法人又は地方公社に使用される者と

なった場合に、地方公務員又は他の一般地方独

立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般

地方独立行政法人又は地方公社に使用されるも

のとしての勤続期間に通算することと定めてい

るものに使用される者（役員及び常時勤務に服

することを要しない者を除く。以下それぞれ「

特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地

方公社職員」という。）となるため退職し、か

つ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又

は特定地方公社職員として在職した後引き続い

て再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、

引き続き職員以外の地方公務員として在職した

後更に引き続いて職員となった場合においては、

先の職員以外の地方公務員としての引き続いた

在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人

（以下「地方公共団体等」という。）で、退職

手当に関する規定又は退職手当の支給の基準に

おいて、当該地方公共団体等以外の地方公共団

体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は

一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第

８条第３項に規定する一般地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）、地方公社若しくは公庫等

（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規

定する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一

般地方独立行政法人等」という。）に使用され

る者（役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職

員」という。）が、任命権者若しくはその委任

を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請

に応じ、退職手当を支給されないで、引き続い

て当該地方公共団体等の公務員となった場合に、

当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しく

は特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方

独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地

方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算

することと定めているものの公務員（以下「特

定地方公務員」という。）が、任命権者又はそ

の委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一

般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当

（これに相当する給与を含む。以下この項にお

いて同じ。）に関する規程において、地方公務

員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任

命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地

方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支

給されないで、引き続いて当該一般地方独立行

政法人又は地方公社に使用される者となった場

合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法

人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立

行政法人又は地方公社に使用されるものとして

の勤続期間に通算することと定めているものに

使用される者（役員及び常時勤務に服すること

を要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般

地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職

員」という。）となるため退職し、かつ、引き

続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地

方公社職員として在職した後引き続いて再び特

定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続

き職員以外の地方公務員として在職した後更に

引き続いて職員となった場合においては、先の

職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間の始期から後の職員以外の地方公務員とし



としての引き続いた在職期間の終期までの期間 ての引き続いた在職期間の終期までの期間

～  ［略］ ～  ［略］

６～９ ［略］ ６～９ ［略］

   附 則    附 則

１～９ ［略］ １～９ ［略］

１０ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第４条から第

７条までの規定により計算した額にそれぞれ１０

０分の８３．７を乗じて得た額とする。この場合

において、第１０条の５第１項中「前条」とある

のは、「前条並びに附則第１０項」とする。

１０ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第４条から第

７条までの規定により計算した額にそれぞれ１０

０分の８７を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、第１０条の５第１項中「前条」とあるのは、

「前条並びに附則第１０項」とする。

１１～１６ ［略］ １１～１６ ［略］

 （さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例（平成１９年さいたま市

条例第４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

１ ［略］ １ ［略］

 （経過措置）  （経過措置）

２ 職員が新制度適用職員（職員であって、その者

がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後に退職することによりこの条例による改正

後のさいたま市職員退職手当条例（以下「新条例

」という。）の規定による退職手当の支給を受け

ることとなる者をいう。以下同じ。）として退職

した場合において、その者が施行日の前日に現に

退職した理由と同一の理由により退職したものと

し、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日

における給料月額を基礎として、この条例による

改正前のさいたま市職員退職手当条例（以下「旧

条例」という。）第４条から第７条まで、第１０

条及び附則第１０項から第１２項まで並びに附則

第１０項の規定による改正前のさいたま市職員退

職手当条例の一部を改正する条例（平成１５年さ

２ 職員が新制度適用職員（職員であって、その者

がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後に退職することによりこの条例による改正

後のさいたま市職員退職手当条例（以下「新条例

」という。）の規定による退職手当の支給を受け

ることとなる者をいう。以下同じ。）として退職

した場合において、その者が施行日の前日に現に

退職した理由と同一の理由により退職したものと

し、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日

における給料月額を基礎として、この条例による

改正前のさいたま市職員退職手当条例（以下「旧

条例」という。）第４条から第７条まで、第１０

条及び附則第１０項から第１２項まで並びに附則

第１０項の規定による改正前のさいたま市職員退

職手当条例の一部を改正する条例（平成１５年さ



いたま市条例第６８号。以下この項及び附則第４

項において「一部改正条例」という。）附則第１

１項の規定により計算した額（当該勤続期間が４

３年又は４４年の者であって、傷病若しくは死亡

によらずにその者の都合により又は公務によらな

い傷病により退職したものにあっては、その者が

旧条例第６条の規定に該当する退職をしたものと

みなし、かつ、その者の当該勤続期間を３５年と

して旧条例附則第１０項の規定の例により計算し

て得られる額）にそれぞれ１００分の８３．７（

当該勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の者

で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退

職したもの及び３７年以上４２年以下の者で公務

によらない傷病により退職したものを除く。）に

あっては、１０４分の８３．７）を乗じて得た額

が、新条例第３条の２から第７条まで及び第１０

条から第１０条の５まで並びに附則第１０項から

第１２項まで、附則第６項、附則第７項並びに一

部改正条例附則第１１項の規定により計算した退

職手当の額（以下「新条例等退職手当額」という。

）よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、

その多い額をもってその者に支給すべきこれらの

規定による退職手当の額とする。

いたま市条例第６８号。以下この項及び附則第４

項において「一部改正条例」という。）附則第１

１項の規定により計算した額（当該勤続期間が４

３年又は４４年の者であって、傷病若しくは死亡

によらずにその者の都合により又は公務によらな

い傷病により退職したものにあっては、その者が

旧条例第６条の規定に該当する退職をしたものと

みなし、かつ、その者の当該勤続期間を３５年と

して旧条例附則第１０項の規定の例により計算し

て得られる額）にそれぞれ１００分の８７（当該

勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の者で傷

病又は死亡によらずにその者の都合により退職し

たもの及び３７年以上４２年以下の者で公務によ

らない傷病により退職したものを除く。）にあっ

ては、１０４分の８７）を乗じて得た額が、新条

例第３条の２から第７条まで及び第１０条から第

１０条の５まで並びに附則第１０項から第１２項

まで、附則第６項、附則第７項並びに一部改正条

例附則第１１項の規定により計算した退職手当の

額（以下「新条例等退職手当額」という。）より

も多いときは、これらの規定にかかわらず、その

多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定

による退職手当の額とする。

３～１３ ［略］ ３～１３ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第５号 

さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計条例及びさいたま都市計画事業南

平野土地区画整理事業施行規程を廃止する条例

次に掲げる条例は、廃止する。 

 さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計条例（平成１７年さいたま市条例

第２７号）

 さいたま都市計画事業南平野土地区画整理事業施行規程（平成１７年さいたま

市条例第１２０号） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による廃止前のさいたま市南平野土地区画整理事業特別会計条例による

さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計に係る平成２９年度の収入及び支出並

びに決算については、なお従前の例による。



さいたま市条例第６号 

さいたま市土壌汚染対策法関係事務手数料条例の一部を改正する条例

さいたま市土壌汚染対策法関係事務手数料条例（平成２１年さいたま市条例第３６

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 

１～３ ［略］ 

４ 法第２７条の２第

１項に規定する汚染

土壌処理業の譲渡及

び譲受の承認の申請

に対する審査 

１件につき １２

０，０００円 

５ 法第２７条の３第

１項に規定する汚染

土壌処理業者である

法人の合併又は分割

の承認の申請に対す

る審査 

１件につき １２

０，０００円 

６ 法第２７条の４第

１項に規定する汚染

土壌処理業の相続の

承認の申請に対する

審査 

１件につき １２

０，０００円 

事務の種類 手数料の額 

１～３ ［略］ 

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第７号 

   さいたま市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係事務手数料条例の一部

を改正する条例

 さいたま市使用済自動車の再資源化等に関する法律関係事務手数料条例（平成１６

年さいたま市条例第１０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

１～８ ［略］

９ 法第７０条第１項

の規定による破砕業

の事業の範囲の変更

の許可の申請に対す

る審査

１件につき ６７，

０００円

事務の種類 手数料の額

１～８ ［略］

９ 法第７０条第１項

の規定による破砕業

の事業の範囲の変更

の許可の申請に対す

る審査

１件につき ７５，

０００円

   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第８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 

１～１９ ［略］  

２０ 法第４８条第１項ただし

書、第２項ただし書、第３項

ただし書、第４項ただし書、

第５項ただし書、第６項ただ

し書、第７項ただし書、第８

 項ただし書、第９項ただし書、

 第１０項ただし書、第１１項

 ただし書、第１２項ただし書、

 第１３項ただし書又は第１４

項ただし書（法第８７条第２

項若しくは第３項又は第８８

条第２項において準用する場

合を含む。）の規定による用

途地域における建築等の許可

の申請に対する審査

［略］ 

２１～５１の４ ［略］  

５１の５ 法第１２条第８項に

規定する台帳の記載事項を証

する書面の交付

［略］ 

５１の６ 法第４２条第１項第

５号の規定による道路の位置

１通につき

４００円 

 の指定に係る図面の写しの交

付 

５１の７ ［略］

５２～８０ ［略］  

事務の種類 手数料の額 

１～１９ ［略］  

２０ 法第４８条第１項ただし

書、第２項ただし書、第３項

ただし書、第４項ただし書、

第５項ただし書、第６項ただ

し書、第７項ただし書、第８

 項ただし書、第９項ただし書、

 第１０項ただし書、第１１項

ただし書、第１２項ただし書

又は第１３項ただし書（法第

８７条第２項若しくは第３項

又は第８８条第２項において

準用する場合を含む。）の規

定による用途地域における建

築等の許可の申請に対する審

査

［略］ 

２１～５１の４ ［略］  

５１の５ 法第１２条第７項に

規定する台帳の記載事項を証

する書面の交付

［略］ 

５１の６ ［略］

５２～８０ ［略］  

備考 ［略］ 備考 ［略］ 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表第５１の５項の改

正は、公布の日から施行する。 

（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５１の６項

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９号 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例

さいたま市消防関係事務手数料条例（平成１３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

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 ［略］

２ 法第１１条第１項前段の 

 規定による危険物の製造所、

 貯蔵所又は取扱所の設置の

許可の申請に対する審査 

 ［略］ ［略］ 

 貯蔵所  

  ア・イ ［略］ ［略］ 

  ウ 準特定屋外タンク貯

蔵所（岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵所を

除く。） 

１件につき 

５７０，００

０円 

  エ 特定屋外タンク貯蔵

所（浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所（浮き

屋根を有する特定屋外

貯蔵タンクのうち、地

方公共団体の手数料の

標準に関する政令に規

定する総務省令で定め

る金額等を定める省令

（平成１２年自治省令

第５号）第１条の２に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）、浮き

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所（浮き蓋付きの特

事務の種類 手数料の額

１ ［略］

２ 法第１１条第１項前段の 

規定による危険物の製造所、

 貯蔵所又は取扱所の設置の

許可の申請に対する審査

 ［略］ ［略］ 

 貯蔵所  

  ア・イ ［略］ ［略］ 

  ウ 準特定屋外タンク貯

蔵所（岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵所を

除く。） 

１件につき 

５３０，００

０円 

  エ 特定屋外タンク貯蔵

所（浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所（浮き

屋根を有する特定屋外

貯蔵タンクのうち、地

方公共団体の手数料の

標準に関する政令に規

定する総務省令で定め

る金額等を定める省令

（平成１２年自治省令

第５号）第１条の２に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）、浮き

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所（浮き蓋付きの特



定屋外貯蔵タンクのう

ち、同令第１条の３に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）及び岩

盤タンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除く。）

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

８８０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，０７０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，２００，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，５２０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

１，７８０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

４，０７０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，３４０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

６，４９０，

０００円

  オ 浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所又は浮き

定屋外貯蔵タンクのう

ち、同令第１条の３に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）及び岩

盤タンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除く。）

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

８３０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，０１０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，１２０，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，４２０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

１，６６０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

３，８８０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，１００，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

６，２９０，

０００円

  オ 浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所又は浮き



蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，１８０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，４１０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，５８０，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，９４０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

２，２６０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

４，５５０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，８２０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

７，０７０，

０００円

  カ 岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

のもの

１件につき 

５，９３０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大 １件につき 

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，１３０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，３４０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，５００，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，８３０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

２，１４０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

４，３５０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，５７０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

６，７７０，

０００円

  カ 岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

のもの

１件につき 

５，７５０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大 １件につき 



数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満のもの

７，４７０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

１０，９００

，０００円

  キ～シ ［略］ ［略］

 ［略］ ［略］ 

３～５ ［略］

６ 法第１１条の２第１項及

び危険物の規制に関する政

令第８条の２第７項の規定

による危険物の製造所、貯

蔵所又は取扱所の完成検査

前検査

 製造所、貯蔵所又は取

扱所の設置の許可に係る

完成検査前検査

  ア・イ ［略］ ［略］

  ウ 基礎・地盤検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

４２０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

５６０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

７３０，００

０円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

１件につき 

９６０，００

０円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

１件につき 

１，０９０，

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満のもの

７，２５０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

１０，７００

，０００円

  キ～シ ［略］ ［略］

 ［略］ ［略］

３～５ ［略］

６ 法第１１条の２第１項及

び危険物の規制に関する政

令第８条の２第７項の規定

による危険物の製造所、貯

蔵所又は取扱所の完成検査

前検査

 製造所、貯蔵所又は取

扱所の設置の許可に係る

完成検査前検査

  ア・イ ［略］ ［略］

  ウ 基礎・地盤検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

４１０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

５４０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

７００，００

０円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

１件につき 

９２０，００

０円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

１件につき 

１，０４０，



０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，６６０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，９００，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

２，１２０，

０００円

  エ 溶接部検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

５３０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

６８０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

１，０３０，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

１件につき 

１，４１０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

１件につき 

１，７８０，

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，６００，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，８２０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

２，０３０，

０００円

  エ 溶接部検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

４９０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

６３０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

９９０，００

０円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

１件につき 

１，３１０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

１件につき 

１，７２０，



０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

３，４３０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

４，１９０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

４，８００，

０００円

  オ 岩盤タンク検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

９，３２０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満の屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

１２，６００

，０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１７，３００

，０００円

 ［略］ ［略］

７ 法第１４条の３第１項又

は第２項の規定による特定

屋外タンク貯蔵所又は移送

取扱所の保安に関する検査

 特定屋外タンク貯蔵所

（岩盤タンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除く。）

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００

キロリットル未満のも

１件につき 

３２０，００

０円

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

３，３２０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

４，０６０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

４，６５０，

０００円

  オ 岩盤タンク検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

９，１００，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満の屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

１２，４００

，０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１７，０００

，０００円

 ［略］ ［略］

７ 法第１４条の３第１項又

は第２項の規定による特定

屋外タンク貯蔵所又は移送

取扱所の保安に関する検査

 特定屋外タンク貯蔵所

（岩盤タンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除く。）

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００

キロリットル未満のも

１件につき 

３１０，００

０円



の

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が５，０００キロリ

ットル以上１０，００

０キロリットル未満の

もの

１件につき 

４６０，００

０円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が１０，０００キロ

リットル以上５０，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

７５０，００

０円

  エ 危険物の貯蔵最大数

量が５０，０００キロ

リットル以上１００，

０００キロリットル未

満のもの

１件につき 

１，０２０，

０００円

  オ 危険物の貯蔵最大数

量が１００，０００キ

ロリットル以上２００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，３００，

０００円

  カ 危険物の貯蔵最大数

量が２００，０００キ

ロリットル以上３００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，１５０，

０００円

  キ 危険物の貯蔵最大数

量が３００，０００キ

ロリットル以上４００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，８７０，

０００円

  ク 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上のもの

１件につき 

４，４６０，

０００円

 岩盤タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上４００，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

２，６９０，

０００円

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上５００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，２３０，

０００円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が５００，０００キ

１件につき 

４，８３０，

の

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が５，０００キロリ

ットル以上１０，００

０キロリットル未満の

もの

１件につき 

４３０，００

０円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が１０，０００キロ

リットル以上５０，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

７２０，００

０円

  エ 危険物の貯蔵最大数

量が５０，０００キロ

リットル以上１００，

０００キロリットル未

満のもの

１件につき 

９６０，００

０円

  オ 危険物の貯蔵最大数

量が１００，０００キ

ロリットル以上２００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，２１０，

０００円

  カ 危険物の貯蔵最大数

量が２００，０００キ

ロリットル以上３００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

２，９５０，

０００円

  キ 危険物の貯蔵最大数

量が３００，０００キ

ロリットル以上４００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，６２０，

０００円

  ク 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上のもの

１件につき 

４，１７０，

０００円

 岩盤タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上４００，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

２，６６０，

０００円

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上５００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，１９０，

０００円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が５００，０００キ

１件につき 

４，７９０，



ロリットル以上のもの ０００円

 ［略］ ［略］

８～１５ ［略］

１６ 高圧ガス保安法（昭和

２６年法律第２０４号）第

５条第１項の規定による高

圧ガスの製造の許可の申請

に対する審査

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

者（次号に掲げる者を除

く。）

  ア 処理容積（圧縮、液

化その他の方法で１日

に処理することができ

るガスの容積をいう。

以下この項、次項及び

   第２２項において同じ。

   ）が１０，０００，０

００立方メートル以上

の設備

１件につき 

５６０，００

０円

  イ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

３４０，００

０円

  ウ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

２２０，００

０円

  エ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

１４０，００

０円

  オ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

１１０，００

０円

  カ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

８６，０００

円

  キ 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

６８，０００

円

  ク 処理容積が２００立 １件につき 

ロリットル以上のもの ０００円

 ［略］ ［略］

８～１５ ［略］



方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

５４，０００

円

  ケ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

３１，０００

円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

者であって移動式製造設

備（高圧ガスの製造のた

めの設備で移動すること

ができるように設計した

ものをいう。次項及び第

２２項において同じ。）

のみを使用して高圧ガス

の製造をするもの

  ア 処理容積が１０，０

００，０００立方メー

トル以上の設備

１件につき 

９１，０００

円

  イ 処理容積が５，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

７５，０００

円

  ウ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上５，０００，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

６０，０００

円

  エ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

４４，０００

円

  オ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

２７，０００

円

  カ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

２１，０００

円

  キ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

１６，０００

円

  ク 処理容積が１，００ １件につき 



０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１３，０００

円

  ケ 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

１１，０００

円

  コ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

７，４００円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第２号に該当する

者

  ア 冷凍能力が３，００

０トン以上の設備

１件につき 

１１０，００

０円

  イ 冷凍能力が１，００

０トン以上３，０００

トン未満の設備

１件につき 

８７，０００

円

  ウ 冷凍能力が３００ト

ン以上１，０００トン

未満の設備

１件につき 

６８，０００

円

  エ 冷凍能力が１００ト

ン以上３００トン未満

の設備

１件につき 

５４，０００

円

  オ 冷凍能力が２０トン

以上１００トン未満の

設備

１件につき 

３６，０００

円

１７ 高圧ガス保安法第１４

条第１項の規定による高圧

ガスの製造のための施設の

位置、構造若しくは設備の

変更の工事又は製造をする

高圧ガスの種類若しくは製

造の方法の変更の許可の申

請に対する審査

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者（

次号に掲げる者を除く。

）

  ア 変更後の処理容積が

変更前の処理容積（当

該変更が設備の全部又

は一部を撤去し、当該

撤去する設備に代えて

新たに設備を設置する

１件につき 

３７０，００

０円



ものである場合にあっ

ては、変更前の処理容

積から当該撤去する設

備に係る処理容積を控

除した容積。以下この

項において同じ。）に

比して１０，０００，

０００立方メートル以

上増加する場合

  イ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００，００

０立方メートル以上１

０，０００，０００立

方メートル未満増加す

る場合

１件につき 

２２０，００

０円

  ウ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５００，０００立

方メートル以上１，０

００，０００立方メー

トル未満増加する場合

１件につき 

１５０，００

０円

  エ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１００，０００立

方メートル以上５００

，０００立方メートル

未満増加する場合

１件につき 

９３，０００

円

  オ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２５，０００立方

メートル以上１００，

０００立方メートル未

満増加する場合

１件につき 

６９，０００

円

  カ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５，０００立方メ

ートル以上２５，００

０立方メートル未満増

加する場合

１件につき 

６１，０００

円

  キ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００立方メ

ートル以上５，０００

立方メートル未満増加

する場合

１件につき 

５７，０００

円

  ク 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

１件につき 

３９，０００

円



ル以上１，０００立方

メートル未満増加する

場合

  ケ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル未満増加する場合

１件につき 

２６，０００

円

  コ その他の場合 １件につき 

１６，０００

円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者で

あって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの

製造をするもの

  ア 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１０，０００，０

００立方メートル以上

増加する場合

１件につき 

６５，０００

円

  イ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５，０００，００

０立方メートル以上１

０，０００，０００立

方メートル未満増加す

る場合

１件につき 

５３，０００

円

  ウ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００，００

０立方メートル以上５

，０００，０００立方

メートル未満増加する

場合

１件につき 

４４，０００

円

  エ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５００，０００立

方メートル以上１，０

００，０００立方メー

トル未満増加する場合

１件につき 

３１，０００

円

  オ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１００，０００立

方メートル以上５００

，０００立方メートル

未満増加する場合

１件につき 

１８，０００

円

  カ 変更後の処理容積が １件につき 



変更前の処理容積に比

して２５，０００立方

メートル以上１００，

０００立方メートル未

満増加する場合

１４，０００

円

  キ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５，０００立方メ

ートル以上２５，００

０立方メートル未満増

加する場合

１件につき 

１２，０００

円

  ク 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００立方メ

ートル以上５，０００

立方メートル未満増加

する場合

１件につき 

９，２００円

  ケ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル以上１，０００立方

メートル未満増加する

場合

１件につき 

８，２００円

  コ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル未満増加する場合

１件につき 

５，１００円

  サ その他の場合 １件につき 

３，２００円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第２号に該当する

同項の許可を受けた者

  ア 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力（当

該変更が設備の全部又

は一部を撤去し、当該

撤去する設備に代えて

新たに設備を設置する

ものである場合にあっ

ては、変更前の冷凍能

力から当該撤去する設

備に係る冷凍能力を控

除した能力。以下この

項において同じ。）に

比して３，０００トン

以上増加する場合

１件につき 

６９，０００

円

  イ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して１，０００トン以

１件につき 

６２，０００

円



上３，０００トン未満

増加する場合

  ウ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して３００トン以上１

，０００トン未満増加

する場合

１件につき 

５５，０００

円

  エ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して１００トン以上３

００トン未満増加する

場合

１件につき 

３８，０００

円

  オ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して１００トン未満増

加する場合

１件につき 

３０，０００

円

  カ その他の場合 １件につき 

１６，０００

円

１８ 高圧ガス保安法第１６

条第１項の規定による高圧

ガスの貯蔵所の設置の許可

の申請に対する審査

１件につき 

２５，０００

円

１９ 高圧ガス保安法第１９

条第１項の規定による第一

種貯蔵所の位置、構造又は

設備の変更の工事の許可の

申請に対する審査

 変更後の貯蔵容積が変

更前の貯蔵容積に比して

増加する場合

１件につき 

１４，０００

円

 その他の場合 １件につき 

１１，０００

円

２０ 高圧ガス保安法第２０

条第１項又は第３項の規定

による高圧ガスの製造のた

めの施設又は第一種貯蔵所

の完成検査

 高圧ガス保安法第２０

条第１項の規定による高

圧ガスの製造のための施

設の完成検査

第１６項各号

に掲げる高圧

ガスの製造の

許可の申請を

行う者及び設

備の区分に応

じ、それぞれ

当該手数料の

金額の４分の



３に相当する

金額（高圧ガ

ス保安法第５

条第１項の許

可に係る液化

石油ガスの製

造のための施

設であって、

液化石油ガス

の保安の確保

及び取引の適

正化に関する

法律（昭和４

２年法律第１

４９号。以下

「液化石油ガ

ス法」という。

）第３７条の

３第１項の完

成検査を受け、

同法第３７条

の技術上の基

準に適合して

いると認めら

れたものの完

成検査にあっ

ては、６，１

００円）

 高圧ガス保安法第２０

条第１項の規定による第

一種貯蔵所の完成検査

１件につき 

１８，７５０

円

 高圧ガス保安法第２０

条第３項の規定による高

圧ガスの製造のための施

設の完成検査

第１７項各号

に掲げる高圧

ガスの製造の

ための施設の

位置、構造若

しくは設備の

変更の工事又

は製造をする

高圧ガスの種

類若しくは製

造の方法の変

更の許可の申

請を行う者及

び場合の区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の金額の４

分の３に相当

する金額（高



圧ガス保安法

第１４条第１

項の許可に係

る液化石油ガ

スの製造のた

めの施設であ

って、液化石

油ガス法第３

７条の３第１

項の完成検査

を受け、同法

第３７条の技

術上の基準に

適合している

と認められた

ものの完成検

査にあっては、

６，１００円

）

 高圧ガス保安法第２０

条第３項の規定による第

一種貯蔵所の完成検査

前項各号に掲

げる場合の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

４分の３に相

当する金額

２１ 高圧ガス保安法第２２

条第１項の規定による輸入

をした高圧ガス及びその容

器の検査

 容積１，０００立方メ

ートル以上（液化ガスに

あっては、質量１０トン

以上）の高圧ガスに係る

検査

１件につき 

２７，０００

円

 容積３００立方メート

ル以上１，０００立方メ

ートル未満（液化ガスに

あっては、質量３トン以

上１０トン未満）の高圧

ガスに係る検査

１件につき 

２１，０００

円

 容積３００立方メート １件につき 

  ル未満（液化ガスにあっ

ては、質量３トン未満）

の高圧ガスに係る検査

１３，０００

円

２２ 高圧ガス保安法第３５

条第１項の規定による特定

施設の保安検査

 高圧ガス保安法第５条



第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者（

次号に掲げる者を除く。

）

  ア 処理容積が１０，０

００，０００立方メー

トル以上の設備

１件につき 

６１０，００

０円

  イ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

３７０，００

０円

  ウ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

２５０，００

０円

  エ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

１５０，００

０円

  オ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

１２０，００

０円

  カ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

９５，０００

円

  キ 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

７５，０００

円

  ク 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

６０，０００

円

  ケ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

３３，０００

円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者で

あって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの

製造をするもの

  ア 処理容積が１０，０ １件につき 



００，０００立方メー

トル以上の設備

９５，０００

円 

  イ 処理容積が５，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

８０，０００

円 

  ウ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上５，０００，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

６４，０００

円 

  エ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

４７，０００

円 

  オ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

３１，０００

円 

  カ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

２２，０００

円 

  キ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

２０，０００

円 

  ク 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

１５，０００

円 

  ケ 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

１２，０００

円 

  コ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

７，７００円 

 高圧ガス保安法第５条

第１項第２号に該当する

同項の許可を受けた者

  ア 冷凍能力が３，００

０トン以上の設備

１件につき 

１２０，００

０円 

  イ 冷凍能力が１，００ １件につき 



０トン以上３，０００

トン未満の設備

９５，０００

円 

  ウ 冷凍能力が３００ト

ン以上１，０００トン

未満の設備

１件につき 

７６，０００

円 

  エ 冷凍能力が１００ト

ン以上３００トン未満

の設備

１件につき 

６０，０００

円 

  オ 冷凍能力が２０トン

以上１００トン未満の

設備

１件につき 

４２，０００

円 

２３ 高圧ガス保安法施行令

（平成９年政令第２０号）

第１８条第２項第３号の規

定に基づく高圧ガス保安法

第４４条第１項に規定する

容器検査又は同令第１８条

第２項第４号の規定による

同法第４９条第１項に規定

する容器再検査

 温度零下５０度以下の

液化ガスを充 するため

の容器に係る容器検査又

は容器再検査

  ア 内容積１，０００リ

ットル以上の容器

１個につき１

６，０００円

に１，０００

リットル又は

１，０００リ

ットルに満た

ない端数を増

すごとに１，

６００円を加

えた金額 

  イ 内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器

１個につき 

１６，０００

円 

  ウ 内容積５００リット

ル未満の容器

１個につき 

６，６００円 

 繊維強化プラスチック

複合容器又は圧縮天然ガ

ス自動車燃料装置用容器

（前号に規定する容器を

除く。）に係る容器検査

又は容器再検査

  ア 内容積１５０リット

ル以上の容器

１個につき３

２０円に１０

リットル又は

１０リットル



に満たない端

数を増すごと

に５７円を加

えた金額 

  イ 内容積３０リットル

以上１５０リットル未

満の容器

１個につき 

３２０円 

  ウ 内容積５リットル以

上３０リットル未満の

容器

１個につき 

２６０円 

  エ 内容積１リットル以

上５リットル未満の容

器

１個につき 

１６０円 

  オ 内容積１リットル未

満の容器

１個につき 

１５０円 

 高強度鋼容器（前２号

に規定する容器を除く。

）に係る容器検査又は容

器再検査

  ア 内容積３０リットル

以上の容器

１個につき２

１０円に１０

リットル又は

１０リットル

に満たない端

数を増すごと

に３円を加え

た金額 

  イ 内容積５リットル以

上３０リットル未満の

容器

１個につき 

２１０円 

  ウ 内容積１リットル以

上５リットル未満の容

器

１個につき 

１６０円 

  エ 内容積１リットル未

満の容器

１個につき 

１４０円 

 その他の容器に係る容

器検査又は容器再検査

  ア 内容積１，０００リ

ットル以上の容器

１個につき７

，１００円に

１，０００リ

ットル又は１

，０００リッ

トルに満たな

い端数を増す

ごとに３８０

円を加えた金

額 

  イ 内容積５００リット １個につき 



ル以上１，０００リッ

トル未満の容器

７，１００円 

  ウ 内容積１５０リット

ル以上５００リットル

未満の容器

１個につき 

８００円 

  エ 内容積３０リットル

以上１５０リットル未

満の容器

１個につき 

２１０円 

  オ 内容積５リットル以

上３０リットル未満の

容器

１個につき 

１７０円 

  カ 内容積１リットル以

上５リットル未満の容

器

１個につき 

１１０円 

  キ 内容積１リットル未

満の容器

１個につき 

８０円 

２４ 高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第６号の規

定による高圧ガス保安法第

４９条の２第１項に規定す

る附属品検査又は同令第１

８条第２項第７号の規定に

よる同法第４９条の４第１

項に規定する附属品再検査

 圧縮天然ガス自動車燃

料装置用容器、圧縮水素

自動車燃料装置用容器又

は圧縮水素運送自動車用

容器に装置される附属品

に係る附属品検査又は附

属品再検査

  ア 内容積１５０リット

ル以上の容器

１個につき 

３１円 

  イ 内容積１５０リット

ル未満の容器

１個につき 

２４円 

 その他の容器に装置さ

れる附属品に係る附属品

検査又は附属品再検査

  ア 内容積１，０００リ

ットル以上の容器

１個につき 

１，１００円 

  イ 内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器

１個につき 

５４０円 

  ウ 内容積５００リット

ル未満の容器

１個につき 

２１円 

２５ 高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第８号の規

１件につき 

１６，０００ 



 定による高圧ガス保安法第

５０条第３項に規定する容

器検査所の登録又は登録の

更新の申請に対する審査

円 

２６ 高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号の規

定による高圧ガス保安法第

５４条第２項に規定する容

器に充 する高圧ガスの種

類又は圧力の変更に係る刻

印等

１件につき 

１，４００円 

２７ 液化石油ガス法第３７

条の４第１項の規定による

充 設備による液化石油ガ

スの充 の許可の申請に対

する審査

２８，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額 

２８ 液化石油ガス法第３７

条の４第３項において準用

する同法第３７条の２第１

項の規定による充 設備の

所在地、構造、設備又は装

置の変更の許可の申請に対

する審査

１７，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

２９ 液化石油ガス法第３７

条の４第４項において準用

する同法第３７条の３第１

項の規定による同法第３７

条の４第１項の許可に係る

充 設備の完成検査

３６，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

３０ 液化石油ガス法第３７

条の４第４項において準用

する同法第３７条の３第１

項の規定による同法第３７

条の４第３項において準用

する同法第３７条の２第１

項の許可に係る充 設備の

完成検査

２７，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

３１ 液化石油ガス法第３７

条の６第１項の規定による

充 設備の保安検査

２７，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

３２ ［略］ １６ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１０号 

さいたま市国民健康保険財政調整基金条例

（設置） 

第１条 国民健康保険税負担の年度間の平準化及び国民健康保険財政の健全な運営を

図るため、さいたま市国民健康保険財政調整基金（以下「基金」という。）を設置

する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定め

る額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計

上して、基金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができ

る。 

（処分） 

第６条 基金は、国民健康保険税負担の年度間の平準化及び国民健康保険財政の健全

な運営に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （さいたま市国民健康保険保険給付費支払基金条例の廃止） 

２ さいたま市国民健康保険保険給付費支払基金条例（平成１３年さいたま市条例第

９１号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のさいたま市国民健

康保険保険給付費支払基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券

等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。 



さいたま市条例第１１号 

さいたま市ＰＦＩ等審査委員会条例の一部を改正する条例

さいたま市ＰＦＩ等審査委員会条例（平成２７年さいたま市条例第４０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 市におけるＰＦＩ等に関し必要な事項を審

査するため、ＰＦＩ等の導入を検討する事業ごと

に、さいたま市ＰＦＩ等審査委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。

第１条 市におけるＰＦＩ等に関し必要な事項を審

査するため、さいたま市ＰＦＩ等審査委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。

（組織） （組織）

第４条 委員会は、委員１０人以内をもって組織す

る。

第４条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、

 又は任命する。

 学識経験を有する者

 市職員

 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認め

る者

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。

 学識経験を有する者

 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める

者

 （委員の任期）  （委員の任期）

第５条 委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係

る第３条各号に掲げる事項に関する審査が終了す

るまでとする。

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任

を妨げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

 （臨時委員）

第６条 市長は、第３条各号に掲げる事項に関する

審査に資すると認めるときは、委員会に臨時委員

を置くことができる。

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。

学識経験を有する者



 市職員

 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認め

る者

３ 臨時委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係

る第３条各号に掲げる事項に関する審査が終了す

るまでとする。

第６条 ［略］ 第７条 ［略］

 （会議）  （会議）

第７条 ［略］ 第８条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議

を開くことができない。ただし、前項の規定によ

る除斥のため過半数に達しないときは、この限り

でない。

４ 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員

の過半数が出席しなければ会議を開くことができ

ない。ただし、前項の規定による除斥のため過半

数に達しないときは、この限りでない。

５ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

 可否同数のときは、議長の決するところによる。

５ 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係

のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。

６・７ ［略］ ６・７ ［略］

８ 委員会は、会議ごとに議事概要を作成し、遅滞

なく公表するものとする。

（守秘義務）  （守秘義務） 

第８条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

第９条 委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り

得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

第９条 ［略］ 第１０条 ［略］

第１０条 ［略］ 第１１条 ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１２号 

さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例

さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例（平成２９年さいたま市条例第１

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

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「教職員」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、

栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める者に限る。）、実習助手、学校栄養職員及

び事務職員（高等学校の事務職員を除く。）をい

う。

第２条 この条例において「教職員」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校の校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養

護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（

常勤の者及び地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める者に限る。）、実習助手、学校栄

養職員及び事務職員（高等学校の事務職員を除く。

）をいう。

（定数） （定数） 

第３条 教職員の定数は、５，９８１人とする。 第３条 教職員の定数は、５，８８１人とする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１３号 

   さいたま市教職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 さいたま市教職員の給与に関する条例（平成２９年さいたま市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。

 別表第１を次のように改める。



１　級 ２　級 特　２　級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 156,300 200,600 261,100 329,200 416,500

2 157,800 202,300 263,600 331,400 418,300

3 159,300 204,000 265,900 333,700 420,100

4 160,800 205,700 268,200 335,800 421,800

5 162,500 207,500 270,800 338,100 423,300

6 164,400 209,200 273,200 340,300 424,800

7 166,200 210,900 275,400 342,600 426,700

8 168,000 212,500 277,600 344,900 428,600

9 169,800 214,300 279,900 346,700 430,400

10 171,900 216,200 282,200 348,800 432,200

11 173,900 218,100 284,600 350,900 434,100

12 175,900 220,000 286,800 353,000 435,900

13 177,900 221,700 289,200 355,100 437,600

14 180,100 223,700 291,300 357,100 439,500

15 182,300 225,700 293,200 359,100 441,300

16 184,500 227,700 295,200 361,100 443,200

17 186,800 229,600 297,300 362,900 444,900

18 189,400 232,300 299,800 364,800 446,700

19 191,900 235,000 302,300 366,600 448,500

20 194,400 237,700 305,000 368,600 450,300

21 196,900 240,300 307,300 370,200 451,900

22 198,600 243,100 309,900 372,100 453,600

23 200,300 245,700 312,200 374,000 455,500

24 202,000 248,400 314,900 375,900 457,200

25 203,500 250,900 317,500 377,200 458,900

26 205,200 253,400 319,800 379,000 460,500

27 206,900 255,900 322,200 380,800 462,100

28 208,500 258,200 324,400 382,700 463,600

29 210,000 260,900 326,700 384,600 465,100

30 211,700 263,300 328,700 386,500 466,400

31 213,400 265,500 330,900 388,400 467,700

32 215,100 267,700 333,100 390,400 469,000

33 216,700 269,800 335,000 392,100 470,200

34 218,500 272,000 337,100 393,800 470,900

35 220,300 274,200 339,200 395,400 471,600

36 222,100 276,200 341,300 397,200 472,300

37 223,700 278,500 343,400 398,400 472,900

38 225,500 280,500 345,500 399,900 473,600

39 227,300 282,400 347,700 401,300 474,300

40 229,100 284,400 349,800 402,700 475,000

41 230,800 286,200 351,800 404,400 475,600

42 232,500 288,600 353,900 405,800 476,300

43 234,100 290,900 355,800 407,100 477,000

44 235,700 293,400 357,900 408,600 477,700

別表第１（第４条関係）

ア　教育職給料表

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

 再任用
 教職員
 以外の
 教職員

教　　育　　職　　給　　料　　表　　



45 237,200 295,500 359,700 410,200 478,300

46 238,600 298,000 361,700 411,500 479,000

47 239,900 300,300 363,700 413,000 479,700

48 241,100 303,000 365,700 414,600 480,400

49 242,600 305,400 367,300 416,300 481,000

50 244,100 307,800 369,100 417,700 481,700

51 245,300 310,300 371,000 419,300 482,400

52 246,800 312,600 373,000 420,800 483,100

53 248,000 314,900 374,900 422,500 483,700

54 249,200 317,100 376,700 424,000 484,400

55 250,600 319,200 378,500 425,600 485,100

56 251,700 321,400 380,200 427,200 485,800

57 253,000 323,500 381,700 428,700 486,400

58 254,100 325,600 383,300 430,200 487,100

59 255,200 327,700 385,000 431,400 487,800

60 256,400 329,700 386,700 432,600 488,500

61 257,700 331,800 387,900 433,800 489,100

62 259,000 333,900 389,300 435,100

63 260,400 336,100 390,700 436,400

64 261,500 338,300 392,000 437,600

65 262,800 340,100 393,400 438,800

66 264,300 342,300 394,600 440,000

67 265,800 344,300 396,000 441,200

68 267,500 346,500 397,400 442,400

69 269,000 348,300 398,700 443,600

70 270,400 350,200 400,000 444,800

71 271,800 352,300 401,400 446,000

72 273,200 354,300 402,700 447,200

73 274,300 355,900 404,000 448,300

74 275,700 357,800 405,400 448,900

75 277,100 359,600 406,800 449,400

76 278,300 361,500 408,100 449,900

77 279,600 363,400 409,300 450,400

78 280,800 365,100 410,500 451,000

79 282,000 366,800 411,800 451,500

80 283,200 368,400 413,200 452,000

81 284,300 369,900 414,500 452,500

82 285,500 371,400 415,700 453,100

83 286,700 372,900 416,700 453,600

84 287,900 374,300 417,900 454,100

85 289,000 375,400 419,100 454,600

86 290,100 376,800 420,300 455,200

87 291,100 378,200 421,500 455,700

88 292,300 379,500 422,500 456,200

89 293,400 380,800 423,600 456,700   

90 294,500 382,100 424,600 457,300   

91 295,700 383,300 425,600 457,800   

92 296,900 384,600 426,600 458,300   

93 297,500 385,900 427,500 458,800



94 298,500 387,000 428,300 459,400   

95 299,600 388,300 429,100 459,900   

96 300,800 389,500 429,900 460,400   

97 301,800 390,900 430,700 460,900   

98 302,900 391,900 431,100 461,500

99 303,900 393,000 431,500 462,000   

100 305,000 394,000 431,900 462,500   

101 305,900 394,900 432,300 463,000   

102 307,000 395,900 432,600   

103 308,100 397,000 432,900

104 309,100 398,100 433,200   

105 309,700 398,800 433,500   

106 310,600 399,700 433,800   

107 311,400 400,600 434,100   

108 312,200 401,500 434,300

109 313,100 402,300 434,500   

110 313,500 403,200 434,800   

111 313,900 404,000 435,100   

112 314,400 404,800 435,300   

113 315,000 405,400 435,500

114 315,400 406,100 435,800   

115 315,900 406,800 436,100   

116 316,400 407,500 436,300   

117 317,000 408,100 436,500   

118 317,500 408,600

119 317,900 409,000   

120 318,400 409,400   

121 318,900 409,800   

122 319,300 410,100   

123 319,800 410,400

124 320,300 410,600   

125 320,900 410,800   

126 321,200 411,100   

127 321,500 411,400   

128 321,800 411,600

129 322,000 411,800   

130 322,300 412,100   

131 322,600 412,400   

132 322,900 412,600   

133 323,100 412,800     

134 323,300 413,100     

135 323,500 413,400     

136 323,800 413,600     

137 324,100 413,800

138 324,300 414,100     

139 324,600 414,400     

140 324,900 414,600     

141 325,100 414,800     

142 325,300 415,100

143 325,600 415,400     



144 325,800 415,600       

145 326,100 415,800       

146 326,300 416,100       

147 326,600 416,400

148 326,900 416,600       

149 327,100 416,800       

150 327,300       

151 327,600       

152 327,900

153 328,100       

再任用
教職員

233,600 273,900 302,600 330,700 414,800

備考　

　１　この表は、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員に適用する。

　２　この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が３級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,700円

　　をそれぞれ加算した額とする。



１　級 ２　級 特　２　級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 156,300 172,200 261,100 290,100 406,300

2 157,800 174,300 263,600 292,700 407,800

3 159,300 176,400 265,900 295,600 409,300

4 160,800 178,600 268,200 298,100 410,800

5 162,500 180,600 270,800 300,600 412,200

6 164,400 182,800 273,200 303,000 413,600

7 166,200 185,000 275,400 305,300 415,100

8 168,000 187,200 277,600 307,700 416,700

9 169,800 189,500 279,900 310,100 418,100

10 171,900 192,300 282,200 312,700 419,500

11 173,900 195,000 284,600 315,400 420,900

12 175,900 197,700 286,800 318,300 422,200

13 177,900 200,600 289,200 320,800 423,500

14 180,100 202,300 291,300 322,800 424,900

15 182,300 204,000 293,200 324,800 426,300

16 184,500 205,700 295,200 327,100 427,700

17 186,800 207,500 297,300 329,200 428,900

18 189,400 209,200 299,800 331,400 430,200

19 191,900 210,900 302,300 333,700 431,400

20 194,400 212,500 305,000 335,800 432,700

21 196,900 214,300 307,300 338,100 433,800

22 198,600 216,200 309,900 340,300 435,000

23 200,300 218,100 312,200 342,600 436,300

24 202,000 220,000 314,900 344,900 437,600

25 203,500 221,700 317,500 346,700 438,900

26 205,100 223,700 319,800 348,500 440,100

27 206,700 225,700 322,200 350,400 441,100

28 208,200 227,700 324,400 352,300 442,200

29 209,900 229,600 326,700 354,100 443,400

30 211,600 232,300 328,700 355,900 444,200

31 213,300 235,000 330,900 357,600 445,000

32 215,000 237,700 333,100 359,500 445,900

33 216,500 240,300 335,000 361,000 446,800

34 218,200 243,100 337,100 362,700 447,300

35 219,900 245,700 339,200 364,200 447,800

36 221,600 248,400 341,200 366,000 448,300

37 223,100 250,900 343,200 367,900 448,800

38 224,800 253,400 345,100 369,400 449,300

39 226,500 255,900 347,100 370,800 449,800

40 228,200 258,200 349,000 372,400 450,300

41 229,800 260,900 350,700 373,500 450,800

42 231,500 263,300 352,500 374,900 451,300

43 233,100 265,500 354,100 376,300 451,800

44 234,700 267,700 355,800 377,800 452,300

45 236,400 269,800 357,600 379,300 452,800

46 237,900 272,000 359,300 380,900 453,300

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

 再任用
 教職員
 以外の
 教職員

イ　教育職給料表 



47 239,200 274,200 360,700 382,500 453,800

48 240,600 276,200 362,300 384,000 454,300

49 242,000 278,500 363,500 385,400 454,800

50 243,400 280,500 365,000 386,900 455,300

51 244,900 282,400 366,600 388,400 455,800

52 246,100 284,400 368,200 389,800 456,300

53 247,200 286,200 369,700 391,000 456,800

54 248,600 288,600 371,200 392,300

55 249,800 290,900 372,700 393,400

56 251,000 293,400 374,200 394,500

57 252,200 295,500 375,700 395,900

58 253,400 298,000 377,100 397,100

59 254,500 300,300 378,500 398,300

60 255,700 303,000 379,800 399,600

61 257,100 305,400 380,700 400,800

62 258,300 307,800 381,900 401,800

63 259,500 310,300 383,100 403,200

64 260,400 312,600 384,200 404,500

65 261,400 314,900 385,100 405,700

66 262,800 317,100 386,300 406,800

67 264,200 319,200 387,300 408,000

68 265,700 321,400 388,400 409,100

69 267,300 323,500 389,600 410,100

70 268,800 325,600 390,600 411,300

71 270,300 327,800 391,700 412,500

72 271,700 329,800 392,900 413,700

73 272,700 331,900 393,900 414,300

74 273,900 334,000 395,000 415,100

75 275,200 336,200 396,100 415,800

76 276,400 338,400 397,200 416,300

77 277,700 340,100 398,100 416,600

78 278,800 342,000 399,000 417,000

79 280,000 343,700 400,000 417,400

80 281,200 345,500 401,000 417,800

81 282,400 347,300 401,800 418,100

82 283,300 349,100 402,600 418,500

83 284,500 350,600 403,300 418,900

84 285,700 352,400 404,100 419,200

85 286,700 353,600 404,800 419,500

86 287,600 355,200 405,600 419,900

87 288,300 356,700 406,300 420,300

88 289,300 358,200 407,000 420,600

89 290,300 359,600 407,600 420,900

90 291,200 360,900 408,300 421,200

91 292,100 362,300 408,800 421,500

92 293,000 363,700 409,500 421,700

93 293,300 365,200 409,900 421,900

94 294,000 366,500 410,300 422,200

95 294,700 367,800 410,600 422,500

96 295,500 369,000 410,900 422,700



97 296,300 370,000 411,200 422,900

98 297,100 371,000 411,500 423,200

99 297,900 372,000 411,800 423,500

100 298,600 373,000 412,000 423,700

101 299,500 373,900 412,200 423,900

102 300,000 374,900 412,500 424,200

103 300,500 375,900 412,800 424,500

104 301,000 376,900 413,000 424,700

105 301,200 377,700 413,200 424,900

106 301,600 378,600 413,500 425,200

107 301,900 379,500 413,800 425,500

108 302,100 380,500 414,000 425,700

109 302,300 381,300 414,200 425,900

110 302,500 382,300 414,500 426,200

111 302,800 383,300 414,800 426,500

112 303,100 384,300 415,000 426,700

113 303,300 384,900 415,200 426,900

114 303,500 385,800 415,500 427,200

115 303,700 386,700 415,800 427,500

116 304,000 387,600 416,000 427,700

117 304,300 388,400 416,200 427,900

118 304,600 389,100

119 304,900 389,900

120 305,200 390,700

121 305,300 391,300

122 305,500 392,100

123 305,800 392,800

124 306,100 393,500

125 306,300 394,100

126 394,800

127 395,300

128 395,900

129 396,600

130 397,200

131 397,700

132 398,200

133 398,500

134 398,800

135 399,100

136 399,400

137 399,700

138 400,000

139 400,300

140 400,600

141 400,900

142 401,200

143 401,500

144 401,800

145 402,000



146 402,300

147 402,600

148 402,800

149 403,000

150 403,300

151 403,600

152 403,800

153 404,000

154 404,300

155 404,600

156 404,800

157 405,000

158 405,300

159 405,600

160 405,800

161 406,000

再任用
教職員

224,800 270,700 297,700 324,000 404,800

備考　

　１　この表は、小学校及び中学校に勤務する教育職員に適用する。

　２　この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が３級である教育職員の給料月額は、この表の額に7,500円

　　をそれぞれ加算した額とする。



   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１４号 

さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例

さいたま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条例第２２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

 （勤続期間の計算）  （勤続期間の計算）

第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 第１項に規定する教職員としての引き続いた在

職期間には、教職員以外の地方公務員又は国家公

務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第

１８２号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。

）（以下「教職員以外の地方公務員等」と総称す

る。）が引き続いて教職員となったときにおける

その者の教職員以外の地方公務員等としての引き

続いた在職期間を含むものとする。この場合にお

いて、その者の教職員以外の地方公務員等として

引き続いた在職期間については、前各項の規定を

準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の教職員以外の地方公務員等としての引き

続いた在職期間として計算するものとする。ただ

し、退職により、この条例の規定による退職手当

に相当する給与の支給を受けているときは、当該

給与の計算の基礎となった在職期間（当該給与の

計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職し

た地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特

定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する

特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退

職手当の支給の基準（同法第４８条第２項又は第

５１条第２項に規定する基準をいう。第２２条第

１項を除き、以下同じ。）において明確に定めら

れていない場合においては、当該給与の額を退職

の日におけるその者の給料月額で除して得た数に

１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）

５ 第１項に規定する教職員としての引き続いた在

職期間には、教職員以外の地方公務員又は国家公

務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第

１８２号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。

）（以下「教職員以外の地方公務員等」と総称す

る。）が引き続いて教職員となったときにおける

その者の教職員以外の地方公務員等としての引き

続いた在職期間を含むものとする。この場合にお

いて、その者の教職員以外の地方公務員等として

引き続いた在職期間については、前各項の規定を

準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の教職員以外の地方公務員等としての引き

続いた在職期間として計算するものとする。ただ

し、退職により、この条例の規定による退職手当

に相当する給与の支給を受けているときは、当該

給与の計算の基礎となった在職期間（当該給与の

計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職し

た地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特

定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する

特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退

職手当の支給の基準（同法第４８条第２項又は第

５１条第２項に規定する基準をいう。第２２条第

１項を除き、以下同じ。）において明確に定めら

れていない場合においては、当該給与の額を退職

の日におけるその者の給料月額で除して得た数に

１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）



は、その者の教職員としての引き続いた在職期間

には含まないものとする。

は、その者の教職員としての引き続いた在職期間

には含まないものとする。

 ［略］  ［略］

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人

（以下「地方公共団体等」という。）で、退職

手当に関する規定又は退職手当の支給の基準に

おいて、当該地方公共団体等以外の地方公共団

体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は

一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第

８条第１項第５号に規定する一般地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）、地方公社若しくは

公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１

項に規定する公庫等をいう。以下同じ。）（以

下「一般地方独立行政法人等」という。）に使

用される者（役員及び常時勤務に服することを

要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法

人等職員」という。）が、委員会若しくはその

委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の

要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き

続いて当該地方公共団体等の公務員となった場

合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体

若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一

般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を

当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間

に通算することと定めているものの公務員（以

下「特定地方公務員」という。）が、委員会又

はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続い

て一般地方独立行政法人又は地方公社で退職手

当（これに相当する給与を含む。以下この項に

おいて同じ。）に関する規程において、地方公

務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、

委員会若しくはその委任を受けた者又は一般地

方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支

給されないで、引き続いて当該一般地方独立行

政法人又は地方公社に使用される者となった場

合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法

人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立

行政法人又は地方公社に使用される者としての

勤続期間に通算することと定めているものに使

用される者（役員及び常時勤務に服することを

要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地

方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員

」という。）となるため退職し、かつ、引き続

き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方

公社職員として在職した後引き続いて再び特定

地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き

教職員以外の地方公務員として在職した後更に

引き続いて教職員となった場合においては、先

の教職員以外の地方公務員としての引き続いた

在職期間の始期から後の教職員以外の地方公務

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人

（以下「地方公共団体等」という。）で、退職

手当に関する規定又は退職手当の支給の基準に

おいて、当該地方公共団体等以外の地方公共団

体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は

一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第

８条第３項に規定する一般地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）、地方公社若しくは公庫等

（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規

定する公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一

般地方独立行政法人等」という。）に使用され

る者（役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職

員」という。）が、委員会若しくはその委任を

受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に

応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて

当該地方公共団体等の公務員となった場合に、

当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しく

は特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方

独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地

方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算

することと定めているものの公務員（以下「特

定地方公務員」という。）が、委員会又はその

委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般

地方独立行政法人又は地方公社で退職手当（こ

れに相当する給与を含む。以下この項において

同じ。）に関する規程において、地方公務員又

は他の一般地方独立行政法人等職員が、委員会

若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立

行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給され

ないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人

又は地方公社に使用される者となった場合に、

地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職

員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法

人又は地方公社に使用される者としての勤続期

間に通算することと定めているものに使用され

る者（役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立

行政法人職員」又は「特定地方公社職員」とい

う。）となるため退職し、かつ、引き続き特定

一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職

員として在職した後引き続いて再び特定地方公

務員となるため退職し、かつ、引き続き教職員

以外の地方公務員として在職した後更に引き続

いて教職員となった場合においては、先の教職

員以外の地方公務員としての引き続いた在職期

間の始期から後の教職員以外の地方公務員とし



員としての引き続いた在職期間の終期までの期

間

ての引き続いた在職期間の終期までの期間

  ～  ［略］   ～  ［略］

６～９ ［略］ ６～９ ［略］

   附 則 附 則

１～１２ ［略］ １～１２ ［略］

 （退職手当の基本額の特例）  （退職手当の基本額の特例）

１３ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第６条から第

１０条までの規定により計算した額にそれぞれ１

００分の８３．７を乗じて得た額とする。この場

合において、第１７条中「前条」とあるのは、「

前条並びに附則第１３項」とする。

１３ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職し

た者に対する退職手当の基本額は、第６条から第

１０条までの規定により計算した額にそれぞれ１

００分の８７を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、第１７条中「前条」とあるのは、「前条

並びに附則第１３項」とする。

１４～２２ ［略］ １４～２２ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１５号 

さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例

さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例（平成１４年さいたま市条例第１８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

 （趣旨）  （趣旨）

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（

昭和３２年法律第１４３号。次条において「法」

という。）第４条第１項の規定に基づき、さいた

ま市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師（以下「学校医等」という。）の公務上の災害

（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。

）に対する補償（以下「補償」という。）の範囲、

金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を

定めるものとする。

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（

昭和３２年法律第１４３号。次条において「法」

という。）第４条第１項の規定に基づき、さいた

ま市立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校及び幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の公務

上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以

下同じ。）に対する補償（以下「補償」という。

）の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必

要な事項を定めるものとする。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１６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 

 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト

型養護老人ホーム（当該施設を設置しようとする

者により設置される当該施設以外の介護老人保健

施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であっ

て当該施設に対する支援機能を有するもの（以下

この条において「本体施設」という。）との密接

な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運

営される入所定員が２９人以下の養護老人ホーム

をいう。以下この条において同じ。）の医師につ

いては、本体施設の医師により当該サテライト型

養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かないことが

できる。 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト

型養護老人ホーム（当該施設を設置しようとする

者により設置される当該施設以外の介護老人保健

施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に

対する支援機能を有するもの（以下この条におい

て「本体施設」という。）との密接な連携を確保

しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所

定員が２９人以下の養護老人ホームをいう。以下

この条において同じ。）の医師については、本体

施設の医師により当該サテライト型養護老人ホー

ムの入所者の健康管理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。 

７～１１ ［略］ ７～１１ ［略］ 

１２ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にか

かわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相

談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員に

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員

により当該サテライト型養護老人ホームの入所者

の処遇が適切に行われていると認められるときは、

 これを置かないことができる。 

１２ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にか

かわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相

談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員に

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員

により当該サテライト型養護老人ホームの入所者

の処遇が適切に行われていると認められるときは、

 これを置かないことができる。 

 ［略］    ［略］ 

 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その

他の従業者 



 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （処遇の方針）  （処遇の方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、支援員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 （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 

 （職員の専従）  （職員の専従） 

第６条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特

別養護老人ホームの職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、特別養護老人ホーム（ユニッ

ト型特別養護老人ホーム（第３２条に規定するユ

ニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条

において同じ。）を除く。以下この条において同

じ。）にユニット型特別養護老人ホームを併設す

る場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別

養護老人ホームの介護職員及び看護職員（第４０

条第２項（第５２条において準用する場合を含む。

 ）の規定に基づき配置される看護職員に限る。以

下この条において同じ。）、特別養護老人ホーム

にユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（第

４９条に規定するユニット型地域密着型特別養護

第６条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特

別養護老人ホームの職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、特別養護老人ホーム（ユニッ

ト型特別養護老人ホーム（第３２条に規定するユ

ニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条

において同じ。）を除く。以下この条において同

じ。）及びユニット型特別養護老人ホームを併設

する場合、特別養護老人ホーム及びユニット型地

域密着型特別養護老人ホーム（第４９条に規定す

るユニット型地域密着型特別養護老人ホームをい

う。以下この条において同じ。）を併設する場合、

 地域密着型特別養護老人ホーム（第１１条第７項

に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。



老人ホームをいう。以下この条において同じ。）

を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニッ

ト型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及

び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム（第

１１条第７項に規定する地域密着型特別養護老人

ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老

人ホームを除く。以下この条において同じ。）に

ユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の

地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特

別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地

域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密

着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密

着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着

型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を

除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限

りでない。 

 以下この条において同じ。）及びユニット型特別

養護老人ホームを併設する場合又は地域密着型特

別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別

養護老人ホームを併設する場合の介護職員及び看

護職員（第４０条第２項の規定に基づき配置され

る看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支

障がない場合は、この限りでない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第７条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の

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７条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の

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］ 

 緊急時等における対応方法 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、

事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施

設（当該施設を設置しようとする者により設置さ

れる当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは

診療所であって当該施設に対する支援機能を有す

るもの（以下「本体施設」という。）と密接な連

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営さ

れる地域密着型特別養護老人ホーム（入所定員が

２９人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設である特

別養護老人ホームであって、当該サテライト型居

住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を

置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの

入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所

者の数の合計数を基礎として算出しなければなら

ない。 

７ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、

事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施

設（当該施設を設置しようとする者により設置さ

れる当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該

施設に対する支援機能を有するもの（以下「本体

施設」という。）と密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別

養護老人ホーム（入所定員が２９人以下の特別養

護老人ホームをいう。以下同じ。）をいう。以下

同じ。）の本体施設である特別養護老人ホームで

あって、当該サテライト型居住施設に医師又は調

理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっ

ては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該

サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基

礎として算出しなければならない。 

 （サービス提供困難時の対応）  （サービス提供困難時の対応） 

第１２条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入 第１２条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入



院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し

自ら適切な便宜を提供することが困難である場合

は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措

置を速やかに講じなければならない。 

院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し

自ら適切な便宜を提供することが困難である場合

は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

 （処遇の方針）  （処遇の方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

 （緊急時等の対応） 

第２２条の２ 特別養護老人ホームは、現に処遇を

行っているときに入所者の病状の急変が生じた場

合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１１

条第１項第２号に掲げる医師との連携方法その他

の緊急時等における対応方法を定めておかなけれ

ばならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第３４条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に

掲げる施設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３４条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に

掲げる施設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］ 

 緊急時等における対応方法 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （サービスの取扱方針）  （サービスの取扱方針） 

第３６条 ［略］ 第３６条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束

等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、



その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

９ ［略］ ８ ［略］ 

 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員

その他の職員については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型居住施設

の入所者の処遇が適切に行われていると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員

その他の職員については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型居住施設

の入所者の処遇が適切に行われていると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その

他の従業者 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

１０～１５ ［略］ １０～１５ ［略］ 

   附 則    附 則 

１～５ ［略］ １～５ ［略］ 

６ 一般病床、精神病床（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１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に

係るものに限る。以下この項及び附則第８項にお

いて同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床又は療養病床を平成１２年４月１日

から平成３６年３月３１日までの間に転換（当該

病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数

を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（法第２０条の６に

規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）そ

の他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、

 又は入居させるための施設の用に供することをい

う。）をし、特別養護老人ホームを開設した、又

は開設しようとする場合において、当該転換に係

る食堂及び機能訓練室については、第１０条第４

項第９号ア及び第４４条第４項第９号アの規定に

かかわらず、食堂にあっては１平方メートルに入

６ 一般病床、精神病床（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１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に

係るものに限る。以下この項及び附則第８項にお

いて同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床又は療養病床を平成１２年４月１日

から平成３０年３月３１日までの間に転換（当該

病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数

を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（法第２０条の６に

規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）そ

の他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、

 又は入居させるための施設の用に供することをい

う。）をし、特別養護老人ホームを開設した、又

は開設しようとする場合において、当該転換に係

る食堂及び機能訓練室については、第１０条第４

項第９号ア及び第４４条第４項第９号アの規定に

かかわらず、食堂にあっては１平方メートルに入



所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室

にあっては４０平方メートル以上の面積を有しな

ければならない。ただし、食事の提供又は機能訓

練を行う場合において、当該食事の提供又は機能

訓練に支障がない広さを確保することができると

きは、同一の場所とすることができるものとする。

所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室

にあっては４０平方メートル以上の面積を有しな

ければならない。ただし、食事の提供又は機能訓

練を行う場合において、当該食事の提供又は機能

訓練に支障がない広さを確保することができると

きは、同一の場所とすることができるものとする。

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病

床又は療養病床を平成１２年４月１日から平成３

６年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一

般病床又は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費

老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。）をし、特別養護老人ホーム

 を開設した、又は開設しようとする場合において、

 当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、

第１０条第４項第９号ア及び第４４条第４項第９

号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準

のいずれかに適合するものとする。 

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病

床又は療養病床を平成１２年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一

般病床又は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費

老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。）をし、特別養護老人ホーム

を開設した、又開設しようとする場合において、

当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、

第１０条第４項第９号ア及び第４４条第４項第９

号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準

のいずれかに適合するものとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成１２年４月１日から

平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院

の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を

介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介

護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居

させるための施設の用に供することをいう。）を

し、特別養護老人ホームを開設した、又は開設し

ようとする場合において、第１０条第６項第１号、

 第３５条第６項第１号、第４４条第６項第１号及

び第５０条第６項第１号の規定にかかわらず、当

該転換に係る廊下の幅については、１．２メート

ル以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６メ

ートル以上とする。 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成１２年４月１日から

平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院

の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を

介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介

護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居

させるための施設の用に供することをいう。）を

し、特別養護老人ホームを開設した、又開設しよ

うとする場合において、第１０条第６項第１号、

第３５条第６項第１号、第４４条第６項第１号及

び第５０条第６項第１号の規定にかかわらず、当

該転換に係る廊下の幅については、１．２メート

ル以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６メ

ートル以上とする。 

９～１４ ［略］ ９～１４ ［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 

 （職員配置の基準）  （職員配置の基準） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２～１１ ［略］ ２～１１ ［略］ 

１２ 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライ

ト型軽費老人ホーム（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の介護老人保

健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当

該施設に対する支援機能を有するもの（以下この

項において「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営さ

れる入所定員が２９人以下の軽費老人ホームをい

う。以下この項において同じ。）の調理員その他

の職員については、次に掲げる本体施設の場合に

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める職員により当該サテライト型軽費老人ホーム

の入所者に提供するサービスが適切に行われてい

ると認められるときは、これを置かないことがで

きる。 

１２ 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライ

ト型軽費老人ホーム（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の介護老人保

健施設又は診療所であって当該施設に対する支援

機能を有するもの（以下この項において「本体施

設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される入所定員が２９

人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項にお

いて同じ。）の調理員その他の職員については、

次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供する

サービスが適切に行われていると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又

はその他の従業者 

 介護老人保健施設 調理員又はその他の従業

者 

 ［略］    ［略］ 

１３ ［略］ １３ ［略］ 

 （サービス提供の方針）  （サービス提供の方針） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 （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２章 ［略］  第１章・第２章 ［略］ 

 第３章 訪問介護  第３章 訪問介護 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第

４２条の２・第４２条の３） 

  第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（

第４２条の４―第４２条の８） 

  第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（

第４２条の２―第４２条の６） 

 第４章～第７章 ［略］  第４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 共生型居宅サービスに関する基準（第

１０５条―第１２２条） 

  第５節 削除 

  第６節 ［略］   第６節 ［略］ 

 第９章 ［略］  第９章 ［略］ 

 第１０章 短期入所生活介護  第１０章 短期入所生活介護 

  第１節～第５節 ［略］   第１節～第５節 ［略］ 

  第６節 共生型居宅サービスに関する基準（第

１６８条の２・第１６８条の３） 

  第７節 基準該当居宅サービスに関する基準（

第１６８条の４―第１６８条の１０）

  第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（

第１６８条の２―第１６８条の８） 

 第１１章～第１４章 ［略］  第１１章～第１４章 ［略］ 

 附則  附則 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第７０条第２項

第１号の規定に基づき、指定居宅サービス事業者

の指定に関する要件を定め、法第７２条の２第１

項の規定に基づき、共生型居宅サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定め、並びに

法第７４条第１項及び第２項の規定に基づき、指

定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第７０条第２項

第１号の規定に基づき、指定居宅サービス事業者

の指定に関する要件を定め、並びに法第７４条第

１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

めるものとする。 



する基準を定めるものとする。 

 （定義）  （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。 

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］ 

 共生型居宅サービス 法第７２条の２第１項

の申請に係る法第４１条第１項本文の指定を受

けた者による指定居宅サービスをいう。 

 ［略］  ［略］ 

 （サービス提供困難時の対応）  （サービス提供困難時の対応） 

第１１条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介

護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が

通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以

下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適

切な指定訪問介護を提供することが困難であると

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支

援事業者（法第８条第２４項に規定する居宅介護

 支援事業を行う者をいう。以下同じ。）への連絡、

 適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じなければならない。 

第１１条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介

護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が

通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以

下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適

切な指定訪問介護を提供することが困難であると

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支

援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じな

ければならない。 

 （居宅介護支援事業者等との連携）  （居宅介護支援事業者等との連携） 

第１５条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を

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（以下「居宅介護支援事業者等」という。）と

の密接な連携に努めなければならない。 

第１５条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を

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 ［略］ ２ ［略］ 

 （管理者及びサービス提供責任者の責務）  （管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ サービス提供責任者は、第２５条に規定する業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第２５条に規定する業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護

の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口

腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の

状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 



 （不当な働きかけの禁止） 

第３６条の２ 指定訪問介護事業者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援

事業所（指定居宅介護支援等条例第４条第１項に

規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第１５

２条第２項において同じ。）の介護支援専門員又

は居宅要介護被保険者（法第４１条第１項に規定

する居宅要介護被保険者をいう。）に対して、利

用者に必要のないサービスを位置付けるよう求め

ることその他の不当な働きかけを行ってはならな

い。 

    第５節 共生型居宅サービスに関する基準

 （共生型訪問介護の基準） 

第４２条の２ 訪問介護に係る共生型居宅サービス

（以下この条及び次条において「共生型訪問介護

」という。）の事業を行う指定居宅介護事業者（

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。以下「指定障害福祉サ

ービス条例」という。）第６条第１項に規定する

指定居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介護

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号。以

下この条及び第１６８条の２において「障害者総

合支援法」という。）第５条第３項に規定する重

度訪問介護をいう。第１号において同じ。）に係

る指定障害福祉サービス（障害者総合支援法第２

９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをい

う。第１号において同じ。）の事業を行う者が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと

する。 

 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス

条例第６条第１項に規定する指定居宅介護事業

所をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害

福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う

事業所（以下この号において「指定居宅介護事

業所等」という。）の従業者の員数が、当該指

定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護（

指定障害福祉サービス条例第５条第１項に規定

する指定居宅介護をいう。）又は重度訪問介護

（以下この号において「指定居宅介護等」とい

う。）の利用者の数を指定居宅介護等の利用者

及び共生型訪問介護の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居宅介護事業所

等として必要とされる数以上であること。 

 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定訪問介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい



ること。 

 （準用） 

第４２条の３ 第５条、第６条（第１項を除く。）

及び第７条並びに前節の規定は、共生型訪問介護

の事業について準用する。この場合において、第

６条第２項中「利用者（」とあるのは「利用者（

共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重

度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者

をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは

「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度

訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読

み替えるものとする。 

    第６節 ［略］     第５節 ［略］ 

第４２条の４ ［略］ 第４２条の２ ［略］ 

第４２条の５ ［略］ 第４２条の３ ［略］ 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第４２条の６ ［略］ 第４２条の４ ［略］ 

２ 基準該当訪問介護の事業と第４２条の４第３項

に規定する第１号訪問事業とが、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る場

合については、市長が定める当該第１号訪問事業

の設備に関する基準を満たすことをもって、前項

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。 

２ 基準該当訪問介護の事業と第４２条の２第３項

に規定する第１号訪問事業とが、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る場

合については、市長が定める当該第１号訪問事業

の設備に関する基準を満たすことをもって、前項

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。 

 （同居家族に対するサービス提供の制限）  （同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４２条の７ 基準該当訪問介護事業者は、訪問介

護員等に、その同居の家族である利用者に対する

訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同

居の家族である利用者に対する訪問介護が次の各

号のいずれにも該当する場合には、この限りでな

い。 

第４２条の５ 基準該当訪問介護事業者は、訪問介

護員等に、その同居の家族である利用者に対する

訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同

居の家族である利用者に対する訪問介護が次の各

号のいずれにも該当する場合には、この限りでな

い。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 当該訪問介護が、第４２条の４第２項に規定

するサービス提供責任者の行う具体的な指示に

基づいて提供される場合 

 当該訪問介護が、第４２条の２第２項に規定

するサービス提供責任者の行う具体的な指示に

基づいて提供される場合 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第４２条の８ 第１節及び第４節（第１６条、第２

１条第１項、第２６条、第３１条並びに第３８条

第５項及び第６項を除く。）の規定は、基準該当

第４２条の６ 第１節及び第４節（第１６条、第２

１条第１項、第２６条、第３１条並びに第３８条

第５項及び第６項を除く。）の規定は、基準該当



訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２０条中「内容、当該指定訪問介護につ

いて法第４１条第６項の規定により利用者に代わ

って支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあ

るのは「内容」と、第２１条第２項及び第２２条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第２

１条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

第２５条第１項中「第６条第２項」とあるのは「

第４２条の４第２項」と、「第２９条」とあるの

は「第４２条の８において準用する第２９条」と

読み替えるものとする。 

訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２０条中「内容、当該指定訪問介護につ

いて法第４１条第６項の規定により利用者に代わ

って支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあ

るのは「内容」と、第２１条第２項及び第２２条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第２

１条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

第２５条第１項中「第６条第２項」とあるのは「

第４２条の２第２項」と、「第２９条」とあるの

は「第４２条の６において準用する第２９条」と

読み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第５４条 第９条から第２０条まで、第２２条、第

２７条、第３２条から第３６条まで及び第３７条

から第４１条までの規定は、指定訪問入浴介護の

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「訪問入

浴介護従業者」と、第９条第１項中「第３０条」

とあるのは「第５２条」と、第３３条第２項中「

設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護

に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替

えるものとする。 

第５４条 第９条から第２０条まで、第２２条、第

２７条及び第３２条から第４１条までの規定は、

指定訪問入浴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「訪問入浴介護従業者」と、第９条第

１項中「第３０条」とあるのは「第５２条」と、

第３３条第２項中「設備及び備品等」とあるのは

「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及

び備品等」と読み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第５４条の５ 第９条から第１５条まで、第１７条

から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３２

条から第３６条まで、第３７条、第３８条（第５

項及び第６項を除く。）、第３９条から第４１条

まで及び第４３条並びに第４節（第４７条第１項

及び第５４条を除く。）の規定は、基準該当訪問

入浴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「訪問入浴介護従業者」と、第９条中「第３０

条」とあるのは「第５２条」と、第２０条中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅

介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第

２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護

」と、第３３条中「設備及び備品等」とあるのは

「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設

備及び備品等」と、第４７条第２項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」と

あるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第３

項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

第５４条の５ 第９条から第１５条まで、第１７条

から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３２

条から第３７条まで、第３８条（第５項及び第６

項を除く。）、第３９条から第４１条まで及び第

４３条並びに第４節（第４７条第１項及び第５４

条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の

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「訪問入

浴介護従業者」と、第９条中「第３０条」とある

のは「第５２条」と、第２０条中「内容、当該指

定訪問介護について法第４１条第６項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービ

ス費の額」とあるのは「内容」と、第２２条中「

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第３

３条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品

等」と、第４７条第２項中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「

基準該当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

 （看護師等の員数）  （看護師等の員数） 



第５６条 ［略］ 第５６条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業

者（指定地域密着型サービス条例第１９２条第１

 ４項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。

 ）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事

業と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。）の事業が同

一の事業所において一体的に運営されている場合

に、指定地域密着型サービス条例第１９２条第４

項に規定する人員に関する基準を満たすとき（前

項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定

する基準を満たしているものとみなされていると

きを除く。）は、当該指定訪問看護事業者は、第

１項第１号ア及び第２号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 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業

者（指定地域密着型サービス条例第１９２条第１

 ０項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。

 ）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事

業と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。）の事業が同

一の事業所において一体的に運営されている場合

に、指定地域密着型サービス条例第１９２条第４

項に規定する人員に関する基準を満たすとき（前

項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規定

する基準を満たしているものとみなされていると

きを除く。）は、当該指定訪問看護事業者は、第

１項第１号ア及び第２号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。 

 （居宅介護支援事業者等との連携）  （居宅介護支援事業者等との連携） 

第６０条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を

提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等と

の密接な連携に努めなければならない。 

第６０条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を

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 ［略］ ２ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第７０条 第９条、第１０条、第１２条から第１４

条まで、第１６条から第２０条まで、第２２条、

第２７条、第３２条から第３６条まで、第３７条

から第４１条まで及び第５１条の規定は、指定訪

問看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

「看護師等」と、第９条第１項中「第３０条」と

あるのは「第６８条」と、第１４条中「心身の状

況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替え

るものとする。 

第７０条 第９条、第１０条、第１２条から第１４

条まで、第１６条から第２０条まで、第２２条、

第２７条、第３２条から第４１条まで及び第５１

条の規定は、指定訪問看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「看護師等」と、第９条第１

項中「第３０条」とあるのは「第６８条」と、第

１４条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、

 病歴」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者） 

第７２条 指定訪問リハビリテーションの事業を行

う者（以下「指定訪問リハビリテーション事業者

」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定訪問リハビリテーション事業所」という。）ご

 とに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

第７２条 指定訪問リハビリテーションの事業を行

う者（以下「指定訪問リハビリテーション事業者

」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「

指定訪問リハビリテーション事業所」という。）

ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当

たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以

下この章において「理学療法士、作業療法士又は

 言語聴覚士」という。）を置かなければならない。

 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に

当たらせるために必要な１以上の数 

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １



以上 

２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。

３ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護

予防訪問リハビリテーション事業者（指定介護予

防サービス条例第７１条第１項に規定する指定介

護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問

リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リ

ハビリテーション（指定介護予防サービス条例第

７０条に規定する指定介護予防訪問リハビリテー

ションをいう。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つい

ては、指定介護予防サービス条例第７１条第１項

に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、第１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。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護

予防訪問リハビリテーション事業者（指定介護予

防サービス条例第７１条第１項に規定する指定介

護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問

リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リ

ハビリテーション（指定介護予防サービス条例第

７０条に規定する指定介護予防訪問リハビリテー

ションをいう。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つい

ては、指定介護予防サービス条例第７１条第１項

に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前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）  （設備及び備品等の要件） 

第７３条 指定訪問リハビリテーション事業所は、

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

であって、事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の区画を設けているとともに、指定訪

問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備

品等を備えているものでなければならない。 

第７３条 指定訪問リハビリテーション事業所は、

病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事

業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテ

ーションの提供に必要な設備及び備品等を備えて

いるものでなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

第８１条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管

理指導（以下「指定居宅療養管理指導」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、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生

士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当す

るものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。

 以下この章において同じ。）又は管理栄養士が、

通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問し

て、その心身の状況、置かれている環境等を把握

し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行

うことにより、その者の療養生活の質の向上を図

るものでなければならない。 

第８１条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管

理指導（以下「指定居宅療養管理指導」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、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員

（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当する

ものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた

保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章

において同じ。）、歯科衛生士（歯科衛生士が行

う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、

 看護師及び准看護師を含む。以下この章において

同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者

に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、

 置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて

療養上の管理及び指導を行うことにより、その者

の療養生活の質の向上を図るものでなければなら

ない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８２条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（

以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管

第８２条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（

以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管



理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この章において「居宅療養管理指導従業者

」という。）の員数は、次に掲げる指定居宅療養

管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定める

とおりとする。 

理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この章において「居宅療養管理指導従業者

」という。）及びその員数は、次に掲げる指定居

宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に

定めるとおりとする。 

 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導

事業所 

 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導

事業所 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その

提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じ

た適当数 

  イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄

養士 その提供する指定居宅療養管理指導の

内容に応じた適当数 

 ［略］    ［略］ 

 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護

ステーション及び指定介護予防訪問看護ステー

ション（指定介護予防サービス条例第５６条第

１項第１号に規定する指定介護予防訪問看護ス

テーションをいう。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）である指定居宅療養管理指導事業

所 看護職員を１以上置くこと。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第８３条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、

診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導

の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指

定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品

等を備えているものでなければならない。 

第８３条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、

診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等で

あって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必

要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指

導の提供に必要な設備及び備品等を備えているも

のでなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針）  （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第８６条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管

理指導の方針は、次に掲げるところによるものと

する。 

第８６条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管

理指導の方針は、次に掲げるところによるものと

する。 

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、

訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の

状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理

又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援

事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必

要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、

  居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方

法等についての指導、助言等を行う。 

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、

訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の

状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理

又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援

事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に

必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対

し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介

護方法等についての指導、助言等を行う。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、

 次に掲げるところによるものとする。 

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、

居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計

画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対



する療養上の相談及び支援を行うこと。 

 指定居宅療養管理指導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、療養上必要な事項について、理解

しやすいように指導又は助言を行うこと。 

 それぞれの利用者について、提供した指定居

宅療養管理指導の内容について、速やかに記録

を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事

業者等に報告すること。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第８７条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導事業所ごとに、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８７条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導事業所ごとに、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］ 

 通常の事業の実施地域 

 ［略］  ［略］ 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第９３条 ［略］ 第９３条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定通所介護事業者が第９１条第１項第３号に

規定する第１号通所事業に係る指定事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該

第１号通所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、市長が定める

当該第１号通所事業の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 指定通所介護事業者が第９１条第１項第３号に

規定する第１号通所事業に係る指定事業者の指定

を併せて受け、かつ、当該第１号通所事業と指定

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、市長

が定める当該第１号通所事業の設備に関する基準

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。 

 （準用）  （準用） 

第１０４条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３４条から第

３６条まで、第３７条から第３９条まで、第４１

条及び第５１条の規定は、指定通所介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条第１

項中「第３０条」とあるのは「第９８条」と、「

訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、

 第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介

護従業者」と読み替えるものとする。 

第１０４条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３４条から第

３９条まで、第４１条及び第５１条の規定は、指

定通所介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３０条」とあるのは

「第９８条」と、「訪問介護員等」とあるのは「

通所介護従業者」と、第３４条中「訪問介護員等

」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるも

のとする。 

    第５節 共生型居宅サービスに関する基準     第５節 削除 

 （共生型通所介護の基準） 

第１０５条 通所介護に係る共生型居宅サービス（

以下この条及び次条において「共生型通所介護」

第１０５条から第１２２条まで 削除 



という。）の事業を行う指定生活介護事業者（指

定障害福祉サービス条例第８０条第１項に規定す

る指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス条例

第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓

練）事業者（指定障害福祉サービス条例第１５３

条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事

業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（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。以下この条において「指定通所支

援条例」という。）第６条第１項に規定する指定

児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障

害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。

以下この条において同じ。）を通わせる事業所に

おいて指定児童発達支援（指定通所支援条例第５

条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号に

おいて同じ。）を提供する事業者を除く。）及び

指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援

条例第７３条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業者をいい、主として重症心身障害児

を通わせる事業所において指定放課後等デイサー

ビス（指定通所支援条例第７２条に規定する指定

放課後等デイサービスをいう。第１号において同

じ。）を提供する事業者を除く。）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。 

 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス

条例第８０条第１項に規定する指定生活介護事

業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事

業所（指定障害福祉サービス条例第１４３条第

１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業

所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業

所（指定障害福祉サービス条例第１５３条第１

項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所

をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通

所支援条例第６条第１項に規定する指定児童発

達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイ

サービス事業所（指定通所支援条例第７３条第

１項に規定する指定放課後等デイサービス事業

所をいう。）（以下この号において「指定生活

介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活

介護（指定障害福祉サービス条例第７９条に規

定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）（指定障害福祉サービス条例第１

４２条に規定する指定自立訓練（機能訓練）を

いう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障

害福祉サービス条例第１５２条に規定する指定



自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発

達支援又は指定放課後等デイサービス（以下こ

の号において「指定生活介護等」という。）の

利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生

型通所介護の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生活介護事業所等として

必要とされる数以上であること。 

 共生型通所介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定通所介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （準用） 

第１０６条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３４条から第

３６条まで、第３７条から第３９条まで、第４１

条、第５１条、第９０条、第９２条及び第９３条

第４項並びに前節（第１０４条を除く。）の規定

は、共生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９条第１項中「第３０条に規

定する運営規程」とあるのは「運営規程（第９８

条に規定する運営規程をいう。第３４条において

同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共

生型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生

型通所介護従業者」という。）」と、第２８条及

び第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「共生

型通所介護従業者」と、第９３条第４項中「前項

ただし書の場合（指定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通所介

護以外のサービスを提供する場合に限る。）」と

あるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介

護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型

通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第

９６条第２号、第９７条第５項及び第９９条第３

項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所

介護従業者」と、第１０３条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とあるのは

「第２０条第２項」と、同項第３号中「次条にお

いて準用する第２７条」とあるのは「第２７条」

と、同項第４号中「次条において準用する第３８

条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み

替えるものとする。 

第１０７条から第１２２条まで 削除 

 （準用）  （準用） 

第１２２条の５ 第９条から第１５条まで、第１７

条、第１８条、第２０条、第２２条、第２７条、

 第２８条、第３４条から第３６条まで、第３７条、

 第３８条（第５項及び第６項を除く。）、第３９

第１２２条の５ 第９条から第１５条まで、第１７

条、第１８条、第２０条、第２２条、第２７条、

第２８条、第３４条から第３７条まで、第３８条

（第５項及び第６項を除く。）、第３９条、第４



条、第４１条、第５１条、第９０条及び第４節（

第９４条第１項及び第１０４条を除く。）の規定

は、基準該当通所介護の事業について準用する。

この場合において、第９条中「第３０条」とある

のは「第９８条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「通所介護従業者」と、第２０条中「内容、当

該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定

により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サ

ービス費の額」とあるのは「内容」と、第２２条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第３

４条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従

業者」と、第９４条第２項中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基

準該当通所介護」と、同条第３項中「前２項」と

あるのは「前項」と読み替えるものとする。 

１条、第５１条、第９０条及び第４節（第９４条

第１項及び第１０４条を除く。）の規定は、基準

該当通所介護の事業について準用する。この場合

において、第９条中「第３０条」とあるのは「第

９８条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所

介護従業者」と、第２０条中「内容、当該指定訪

問介護について法第４１条第６項の規定により利

用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費

の額」とあるのは「内容」と、第２２条中「法定

代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」と

あるのは「基準該当通所介護」と、第３４条中「

訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、

 第９４条第２項中「法定代理受領サービスに該当

しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所

介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「

前項」と読み替えるものとする。 

第１２５条 指定通所リハビリテーション事業所は、

 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい

専用の部屋等であって、３平方メートルに利用定

員（当該指定通所リハビリテーション事業所にお

いて同時に指定通所リハビリテーションの提供を

受けることができる利用者の数の上限をいう。以

下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積

以上のものを有しなければならない。ただし、当

該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人

保健施設又は介護医療院である場合にあっては、

当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されて

いる食堂（リハビリテーションに供用されるもの

に限る。）の面積を加えるものとする。 

第１２５条 指定通所リハビリテーション事業所は、

 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい

専用の部屋等であって、３平方メートルに利用定

員（当該指定通所リハビリテーション事業所にお

いて同時に指定通所リハビリテーションの提供を

受けることができる利用者の数の上限をいう。以

下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積

以上のものを有しなければならない。ただし、当

該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人

保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋

等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハ

ビリテーションに供用されるものに限る。）の面

積を加えるものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （管理者等の責務）  （管理者等の責務） 

第１２９条 指定通所リハビリテーション事業所の

管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、

 必要な管理の代行をさせることができる。 

第１２９条 指定通所リハビリテーション事業所の

管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専

ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看

護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行

をさせることができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１３５条 ［略］ 第１３５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福

祉法第２０条の４に規定する養護老人ホームをい

う。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健

施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地

域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特

定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福

祉法第２０条の４に規定する養護老人ホームをい

う。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健

施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者

生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養



以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設

される指定短期入所生活介護事業所であって、当

該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われ

るもの（以下「併設事業所」という。）について

は、老人福祉法、医療法（昭和２３年法律第２０

５号）又は法に規定する特別養護老人ホーム等と

して必要とされる数の従業者に加えて、第１項各

号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するも

のとする。 

護老人ホーム等」という。）に併設される指定短

期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老

人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下

「併設事業所」という。）については、老人福祉

法、医療法（昭和２３年法律第２０５号）又は法

に規定する特別養護老人ホーム等として必要とさ

れる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる短

期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

 （指定短期入所生活介護の開始及び終了）  （指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第１４０条 ［略］ 第１４０条 ［略］ 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援

事業者等との密接な連携により、指定短期入所生

活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用

者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービス

を利用できるよう必要な援助に努めなければなら

ない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、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より、指定短期入

所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで

利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サー

ビスを利用できるよう必要な援助に努めなければ

ならない。 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１５２条 ［略］ 第１５２条 ［略］ 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊

急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と

認めた者に対し、居宅サービス計画において位置

付けられていない指定短期入所生活介護を提供す

る場合であって、当該利用者及び他の利用者の処

遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、

静養室において指定短期入所生活介護を行うこと

ができるものとする。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、

指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等条

例第４条第１項に規定する指定居宅介護支援事業

所をいう。）の介護支援専門員が、緊急に指定短

期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に

対し、居宅サービス計画において位置付けられて

いない指定短期入所生活介護を提供する場合であ

って、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障が

ない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、

同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室にお

いて指定短期入所生活介護を行うことができるも

のとする。 

 （準用）  （準用） 

第１５５条 第１０条から第１４条まで、第１６条、

 第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３

４条から第３６条まで、第３７条から第４１条ま

で、第５１条、第９９条、第１０１条及び第１０

２条の規定は、指定短期入所生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第３４条中「

訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従

業者」と、第９９条第３項中「通所介護従業者」

とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替

えるものとする。 

第１５５条 第１０条から第１４条まで、第１６条、

 第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３

４条から第４１条まで、第５１条、第９９条、第

１０１条及び第１０２条の規定は、指定短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「

短期入所生活介護従業者」と、第９９条第３項中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介

護従業者」と読み替えるものとする。 

    第６節 共生型居宅サービスに関する基準



 （共生型短期入所生活介護の基準） 

第１６８条の２ 短期入所生活介護に係る共生型居

宅サービス（以下この条及び次条において「共生

型短期入所生活介護」という。）の事業を行う指

定短期入所事業者（指定障害福祉サービス条例第

１０３条第１項に規定する指定短期入所事業者を

いい、指定障害者支援施設（障害者総合支援法第

２９条第１項に規定する指定障害者支援施設をい

う。以下この条において同じ。）が指定短期入所

（指定障害福祉サービス条例第９９条に規定する

指定短期入所をいう。以下この条において同じ。

）の事業を行う事業所として当該施設と一体的に

運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその

施設の全部又は一部が利用者に利用されていない

居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合に

おいて、当該事業を行う事業所（以下この条にお

いて「指定短期入所事業所」という。）において

指定短期入所を提供する事業者に限る。）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。 

 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短

期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護

の利用者の数の合計数で除して得た面積が９．

９平方メートル以上であること。 

 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該

指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の

利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型

短期入所生活介護の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短期入所事業所と

して必要とされる数以上であること。 

 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適

切なサービスを提供するため、指定短期入所生

活介護事業所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。 

 （準用） 

第１６８条の３ 第１０条から第１４条まで、第１

６条、第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、

 第３４条から第３６条まで、第３７条から第４１

条まで、第５１条、第９９条、第１０１条、第１

０２条、第１３４条及び第１３６条並びに第４節

（第１５５条を除く。）の規定は、共生型短期入

所生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第３４条中「運営規程」とあるのは「運

営規程（第１５１条に規定する運営規程をいう。

第１３９条第１項において同じ。）」と、「訪問

介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護

の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入所生

活介護従業者」という。）」と、第９９条第３項



中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入

所生活介護従業者」と、第１３９条第１項中「第

１５１条に規定する重要事項に関する規程」とあ

るのは「運営規程」と、同項、第１４２条第３項、

 第１４３条第１項及び第１５０条中「短期入所生

活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活

介護従業者」と、第１５４条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とあるのは

「第２０条第２項」と、同項第４号中「次条にお

いて準用する第２７条」とあるのは「第２７条」

と、同項第５号中「次条において準用する第３８

条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と、同

項第６号中「次条において準用する第４０条第２

項」とあるのは「第４０条第２項」と読み替える

ものとする。 

    第７節 ［略］     第６節 ［略］ 

第１６８条の４ ［略］ 第１６８条の２ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１６８条の５ 基準該当短期入所生活介護事業者

が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべ

き従業者（以下この節において「短期入所生活介

護従業者」という。）の員数は、次のとおりとす

る。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連

携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介

護事業所の効果的な運営を期待することができる

場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

 第３号の栄養士を置かないことができる。 

第１６８条の３ 基準該当短期入所生活介護事業者

が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべ

き従業者（以下この節において「短期入所生活介

護従業者」という。）の員数は、次のとおりとす

る。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連

携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介

護事業所の効果的な運営を期待することができる

場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

 第３号の栄養士を置かないことができる。 

 ［略］    ［略］ 

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利

用者（当該基準該当短期入所生活介護事業者が

基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービ

ス条例第１５２条の４に規定する基準該当介護

予防短期入所生活介護をいう。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

該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短

期入所生活介護の利用者。以下この条及び第１

６８条の７において同じ。）の数が３又はその

端数を増すごとに１以上 

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利

用者（当該基準該当短期入所生活介護事業者が

基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービ

ス条例第１５２条の２に規定する基準該当介護

予防短期入所生活介護をいう。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

該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短

期入所生活介護の利用者。以下この条及び第１

６８条の５において同じ。）の数が３又はその

端数を増すごとに１以上 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活介護の事業とが、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、指定介護予防サービス条

５ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活介護の事業とが、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、指定介護予防サービス条



例第１５２条の５第１項から第４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。 

例第１５２条の３第１項から第４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。 

第１６８条の６ ［略］ 第１６８条の４ ［略］ 

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第１６８条の７ ［略］ 第１６８条の５ ［略］ 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活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、指定介護予防サービス条例

第１５２条の７第１項に規定する利用定員等に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活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、指定介護予防サービス条例

第１５２条の５第１項に規定する利用定員等に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する

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１６８条の８ ［略］ 第１６８条の６ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活介護の事業とが、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、指定介護予防サービス条

例第１５２条の８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、前３

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。 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介

護予防短期入所生活介護の事業とが、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、指定介護予防サービス条

例第１５２条の６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、前３

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。 

第１６８条の９ ［略］ 第１６８条の７ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第１６８条の１０ 第１０条から第１４条まで、第

１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３４

条から第３６条まで、第３７条、第３８条（第５

項及び第６項を除く。）、第３９条から第４１条

まで、第５１条、第９９条、第１０１条、第１０

２条、第１３４条並びに第４節（第１４１条第１

項及び第１５５条を除く。）の規定は、基準該当

短期入所生活介護の事業について準用する。この

場合において、第２０条中「内容、当該指定訪問

介護について法第４１条第６項の規定により利用

者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の

額」とあるのは「内容」と、第２２条中「法定代

理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあ

るのは「基準該当短期入所生活介護」と、第３４

条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活

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「短期入所生活介護従業者」と、

第１６８条の８ 第１０条から第１４条まで、第１

７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３４条

から第３７条まで、第３８条（第５項及び第６項

を除く。）、第３９条から第４１条まで、第５１

条、第９９条、第１０１条、第１０２条、第１３

４条並びに第４節（第１４１条第１項及び第１５

５条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活

介護の事業について準用する。この場合において、

 第２０条中「内容、当該指定訪問介護について法

第４１条第６項の規定により利用者に代わって支

払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２２条中「法定代理受領サービス

に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該

当短期入所生活介護」と、第３４条中「訪問介護

員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、

 第９９条第３項中「通所介護従業者」とあるのは

「短期入所生活介護従業者」と、第１４１条第２



 第１４１条第２項中「法定代理受領サービスに該

当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と、同条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と、第１４７条中「医

師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第

１５２条第２項中「静養室」とあるのは「静養室

等」と、第１５４条第２項第２号中「次条におい

て準用する第２０条第２項」とあるのは「第２０

条第２項」と、同項第４号中「次条において準用

する第２７条」とあるのは「第２７条」と、同項

第５号中「次条において準用する第３８条第２項

」とあるのは「第３８条第２項」と、同項第６号

中「次条において準用する第４０条第２項」とあ

るのは「第４０条第２項」と読み替えるものとす

る。 

項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短

期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所

生活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と、第１４７条中「医師及び看護職員

」とあるのは「看護職員」と、第１５２条第２項

中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替え

るものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１７０条 指定短期入所療養介護の事業を行う者

（以下「指定短期入所療養介護事業者」という。

）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所

療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「

短期入所療養介護従業者」という。）及びその員

数は、次のとおりとする。 

第１７０条 指定短期入所療養介護の事業を行う者

（以下「指定短期入所療養介護事業者」という。

）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所

療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「

短期入所療養介護従業者」という。）及びその員

数は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護医療院である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業

所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員

数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入

所者とみなした場合における法に規定する介護

医療院として必要とされる数が確保されるため

に必要な数以上とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （設備に関する基準）  （設備に関する基準） 

第１７１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に

関する基準は、次のとおりとする。 

第１７１条 指定短期入所療養介護事業所の設備に

関する基準は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 診療所（療養病床を有するものを除く。）で

ある指定短期入所療養介護事業所にあっては、

次に掲げる要件に適合すること。 

 診療所（療養病床を有するものを除く。）で

ある指定短期入所療養介護事業所にあっては、

次に掲げる要件に適合すること。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 浴室を有すること。   イ 食堂及び浴室を有すること。 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

 介護医療院である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、法に規定する介護医療院として

必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医

療院（さいたま市介護医療院の人員、施設及び



設備並びに運営の基準に関する条例（平成３０

年さいたま市条例第２９号）第４３条に規定す

るユニット型介護医療院をいう。第１８７条及

び第１９５条において同じ。）に関するものを

除く。）を有することとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （対象者）  （対象者） 

第１７２条 指定短期入所療養介護事業者は、利用

者の心身の状況若しくは病状により、若しくはそ

の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、

又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽

減等を図るために、一時的に入所して看護、医学

的管理の下における介護及び機能訓練その他必要

な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老

人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の

療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養

介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患

療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附

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介護保険法施行令（平成

１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する

病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）

において指定短期入所療養介護を提供するものと

する。 

第１７２条 指定短期入所療養介護事業者は、利用

者の心身の状況若しくは病状により、若しくはそ

の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、

又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽

減等を図るために、一時的に入所して看護、医学

的管理の下における介護及び機能訓練その他必要

な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老

人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、

 診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又

は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法

等の一部を改正する法律附則第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

た介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号

）第４条第２項に規定する病床により構成される

病棟をいう。以下同じ。）において指定短期入所

療養介護を提供するものとする。 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１８２条 指定短期入所療養介護事業者は、次に

掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定

短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待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。 

第１８２条 指定短期入所療養介護事業者は、次に

掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定

短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待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。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護医療院である指定短期入所療養介護事業

所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所

者とみなした場合において入所定員及び療養室

の定員を超えることとなる利用者数 

第１８７条 ユニット型指定短期入所療養介護の事

業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所療養

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所

」という。）の設備に関する基準は、次のとおり

とする。 

第１８７条 ユニット型指定短期入所療養介護の事

業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所療養

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所

」という。）の設備に関する基準は、次のとおり

とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護医療院であるユニット型指定短期入所療

養介護事業所にあっては、法に規定する介護医

療院として必要とされる施設及び設備（ユニッ

ト型介護医療院に関するものに限る。）を有す



ることとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１９５条 ユニット型指定短期入所療養介護事業

者は、次に掲げる利用者（当該ユニット型指定短

期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所におけるユニット型

指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予

防短期入所療養介護の利用者。以下この条におい

て同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短

期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災

害、虐待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。 

第１９５条 ユニット型指定短期入所療養介護事業

者は、次に掲げる利用者（当該ユニット型指定短

期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所におけるユニット型

指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予

防短期入所療養介護の利用者。以下この条におい

て同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短

期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災

害、虐待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。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 ユニット型介護医療院であるユニット型指定

短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を

当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした

場合において入居定員及び療養室の定員を超え

ることとなる利用者 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１９８条 ［略］ 第１９８条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主と

して指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予

防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものと

し、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ１人以

上は、常勤の者でなければならない。ただし、指

定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供す

る場合は、看護職員及び介護職員のうちいずれか

１人が常勤であれば足りるものとする。 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主と

して指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予

防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものと

し、看護職員のうち１人以上、及び介護職員のう

ち１人以上は、常勤の者でなければならない。た

だし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみ

を提供する場合は、看護職員及び介護職員のうち

いずれか１人が常勤であれば足りるものとする。

 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）  （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第２０６条 ［略］ 第２０６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 



 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第２１７条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

７条、第３４条から第３６条まで、第３７条から

第４１条まで、第５０条、第５１条、第１０１条、

 第１０２条及び第１４６条の規定は、指定特定施

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３４条中「訪問介護員等」とあ

るのは「特定施設従業者」と、第５０条中「訪問

入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」

と読み替えるものとする。 

第２１７条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

７条、第３４条から第４１条まで、第５０条、第

５１条、第１０１条、第１０２条及び第１４６条

の規定は、指定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３４条中

「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」

と、第５０条中「訪問入浴介護従業者」とあるの

は「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

 （この節の趣旨）  （この節の趣旨） 

第２１８条 第１節から前節までの規定にかかわら

ず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護（指定特定施設入居者生活介護であって、当

該指定特定施設の従業者により行われる特定施設

サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用

者の生活相談等（以下この節において「基本サー

ビス」という。）及び当該指定特定施設の事業者

が委託する指定居宅サービス事業者（以下この節

において「受託居宅サービス事業者」という。）

により、当該特定施設サービス計画に基づき行わ

れる入浴、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（以下この

節において「受託居宅サービス」という。）をい

う。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針、

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。 

第２１８条 第１節から前節までの規定にかかわら

ず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護（指定特定施設入居者生活介護であって、当

該指定特定施設の従業者により行われる特定施設

サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用

者の生活相談等（以下この節において「基本サー

ビス」という。）及び当該指定特定施設の事業者

が委託する指定居宅サービス事業者（以下この節

において「受託居宅サービス事業者」という。）

により、当該特定施設サービス計画に基づき行わ

れる入浴、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（以下この

節において「受託居宅サービス」という。）をい

う。）の事業を行うものの基本方針、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。 

 （準用）  （準用） 

第２２８条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

７条、第３４条から第３６条まで、第３７条から

第４１条まで、第５０条、第５１条、第１０１条、

 第１０２条、第２０２条、第２０４条から第２０

７条まで、第２１０条、第２１１条及び第２１３

条から第２１５条までの規定は、外部サービス利

用型指定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３４条中「訪問

介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定

施設従業者」と、第３５条中「指定訪問介護事業

所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サー

ビス事業所」と、第５０条中「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第

２０４条第２項中「指定特定施設入居者生活介護

第２２８条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

７条、第３４条から第４１条まで、第５０条、第

５１条、第１０１条、第１０２条、第２０２条、

第２０４条から第２０７条まで、第２１０条、第

２１１条及び第２１３条から第２１５条までの規

定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「外

部サービス利用型特定施設従業者」と、第３５条

中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定

施設及び受託居宅サービス事業所」と、第５０条

中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定

施設の従業者」と、第２０４条第２項中「指定特

定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サー



を」とあるのは「基本サービスを」と、第２０７

条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外

部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サ

ービス事業者」と、第２１３条中「指定特定施設

入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と

読み替えるものとする。 

ビスを」と、第２０７条中「他の特定施設従業者

」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設

従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第２１

３条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるの

は「基本サービス」と読み替えるものとする。 

 （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針）  （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２３５条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用

具貸与の方針は、次に掲げるところによるものと

する。 

第２３５条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用

具貸与の方針は、次に掲げるところによるものと

する。 

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条

第１項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、

福祉用具が適切に選定され、かつ、使用される

よう、専門的知識に基づき相談に応じるととも

に、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使

用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する

情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同

意を得るものとする。 

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条

第１項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、

福祉用具が適切に選定され、かつ、使用される

よう、専門的知識に基づき相談に応じるととも

に、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使

用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別

の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一

種目における機能又は価格帯の異なる複数の福

祉用具に関する情報を利用者に提供するものと

する。 

 （福祉用具貸与計画の作成）  （福祉用具貸与計画の作成） 

第２３６条 ［略］ 第２３６条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作

成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及

び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなけ

ればならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作

成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に

交付しなければならない。 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第２４３条 第９条から第２０条まで、第２２条、

第２７条、第３５条、第３６条、第３７条から第

４１条まで、第５１条並びに第９９条第１項及び

第２項の規定は、指定福祉用具貸与の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３０条」とあるのは「第２３７条」と、「訪

問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１１条中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１

５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員等」

とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と、第２０条第１項中

「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及

第２４３条 第９条から第２０条まで、第２２条、

第２７条、第３５条から第４１条まで、第５１条

並びに第９９条第１項及び第２項の規定は、指定

福祉用具貸与の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３０条」とあるの

は「第２３７条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「福祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下

同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う

福祉用具の種目」と、第１５条第２項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第

１９条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」

と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用

者」と、第２０条第１項中「提供日及び内容」と

あるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及



び終了日並びに種目及び品名」と、第２２条中「

内容」とあるのは「種目、品名」と、第９９条第

２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読

み替えるものとする。 

び品名」と、第２２条中「内容」とあるのは「種

目、品名」と、第９９条第２項中「処遇」とある

のは「サービス利用」と読み替えるものとする。

 （準用）  （準用） 

第２４３条の３ 第９条から第１５条まで、第１７

条から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３

５条、第３６条、第３７条、第３８条（第５項及

び第６項を除く。）、第３９条から第４１条まで、

 第５１条、第９９条第１項及び第２項、第２２９

条、第２３１条、第２３２条並びに第４節（第２

３３条第１項及び第２４３条を除く。）の規定は、

 基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場

合において、第９条中「第３０条」とあるのは「

第２３７条」と、「訪問介護員等」とあるのは「

福祉用具専門相談員」と、第１１条中「実施地域

」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種

目」と、第１５条第２項中「適切な指導」とある

のは「適切な相談又は助言」と、第１９条中「訪

問介護員等」とあるのは「従業者」と、第２０条

中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について

法第４１条第６項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるの

は「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、

第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸

与」と、第９９条第２項中「処遇」とあるのは「

サービスの利用」と、第２３３条第２項中「法定

代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与

」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。 

第２４３条の３ 第９条から第１５条まで、第１７

条から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３

５条から第３７条まで、第３８条（第５項及び第

６項を除く。）、第３９条から第４１条まで、第

５１条、第９９条第１項及び第２項、第２２９条、

 第２３１条、第２３２条並びに第４節（第２３３

条第１項及び第２４３条を除く。）の規定は、基

準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合

において、第９条中「第３０条」とあるのは「第

２３７条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と、第１１条中「実施地域」

とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目

」と、第１５条第２項中「適切な指導」とあるの

は「適切な相談又は助言」と、第１９条中「訪問

介護員等」とあるのは「従業者」と、第２０条中

「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法

第４１条第６項の規定により利用者に代わって支

払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは

「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第

２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与

」と、第９９条第２項中「処遇」とあるのは「サ

ービスの利用」と、第２３３条第２項中「法定代

理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」

とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第

３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。 

 （準用）  （準用） 

第２５４条 第９条から第１５条まで、第１７条か

 ら第１９条まで、第２７条、第３３条、第３５条、

 第３６条、第３７条から第４１条まで、第５１条、

 第９９条第１項及び第２項、第２３４条、第２３

７条から第２３９条まで並びに第２４１条の規定

は、指定特定福祉用具販売の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３０

条」とあるのは「第２５４条において準用する第

２３７条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下同じ。

）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定福

祉用具の種目」と、第１５条第２項中「適切な指

導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１

９条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、

 「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

第２５４条 第９条から第１５条まで、第１７条か

ら第１９条まで、第２７条、第３３条、第３５条

から第４１条まで、第５１条、第９９条第１項及

び第２項、第２３４条、第２３７条から第２３９

条まで並びに第２４１条の規定は、指定特定福祉

用具販売の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「

第２５４条において準用する第２３７条」と、「

訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員

」と、第１１条中「以下同じ。）」とあるのは「

以下同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、

 第１５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適

切な相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員

等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び

利用者」とあるのは「利用者」と、第９９条第２



と、第３３条中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、第９９条第２項中「処遇」とあるのは

「サービス利用」と、第２３４条中「福祉用具」

とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とある

のは「販売」と、第２３７条中「利用料」とある

のは「販売費用の額」と、第２３８条及び第２３

９条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」

と読み替えるものとする。 

項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第

２３４条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用

具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第２３

７条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、

 第２３８条及び第２３９条中「福祉用具」とある

のは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

   附 則    附 則 

１～９ ［略］ １～９ ［略］ 

１０ 平成１１年３月３１日前から存する有料老人

ホームであって、次のいずれにも該当するものと

して指定居宅サービス等省令附則第１３条に規定

する厚生労働大臣が定めるものにあっては、第２

００条第３項又は第２２２条第３項の規定にかか

わらず、浴室及び食堂を設けないことができるも

のとする。 

１０ 平成１１年３月３１日前から存する有料老人

ホームであって、次のいずれにも該当するものと

して指定居宅サービス等省令附則第１３条に規定

する厚生労働大臣が定めるものにあっては、第２

００条第３項又は第２２２条第３項の規定にかか

わらず、浴室及び食堂を設けないことができるも

のとする。 

 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽

費老人ホーム（老人福祉法第２０条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。第２２項において

同じ。）（以下この号において「養護老人ホー

ム等」という。）を併設しており、入所者が当

該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用する

ことができるものであること。 

 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽

費老人ホーム（以下「養護老人ホーム等」とい

う。）を併設しており、入所者が当該養護老人

ホーム等の浴室及び食堂を利用することができ

るものであること。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

１１～２１ ［略］ １１～２１ ［略］ 

２２ 第１９８条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

 当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の

療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、

 軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その

他の者を入所又は入居させるための施設の用に供

することをいう。次項及び附則第２４項において

同じ。）を行って指定特定施設入居者生活介護（

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護

を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定

施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。

以下同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び

計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとす

る。 

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該

医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは、置かない

ことができること。 



 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機

関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数 

２３ 第２２０条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

 当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換を行って外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事

業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談

員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療

機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数と

する。 

２４ 第２００条及び第２２２条の規定にかかわら

ず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診

療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に

転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業

を行う場合の医療機関併設型指定特定施設におい

ては、併設される介護老人保健施設、介護医療院

又は病院若しくは診療所の施設を利用することに

より、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者

の処遇が適切に行われると認められるときは、当

該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び

食堂を置かないことができる。 

 （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 

目次 目次 

 第１章～第９章 ［略］  第１章～第９章 ［略］ 

 第１０章 介護予防短期入所生活介護  第１０章 介護予防短期入所生活介護 

  第１節～第６節 ［略］   第１節～第６節 ［略］ 

  第７節 共生型介護予防サービスに関する基準

（第１５２条の２・第１５２条の３）

  第８節 基準該当介護予防サービスに関する基   第７節 基準該当介護予防サービスに関する基



準（第１５２条の４―第１５４条の１

０） 

準（第１５２条の２―第１５２条の８

） 

 第１１章～第１４章 ［略］  第１１章～第１４章 ［略］ 

 附則  附則 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第１１５条の２

第２項第１号の規定に基づき、指定介護予防サー

ビス事業者の指定に関する要件を定め、法第１１

５条の２の２第１項の規定に基づき、共生型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定め、並びに法第１１５条の４第１項及

び第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定めるものとする。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第１１５条の２

第２項第１号の規定に基づき、指定介護予防サー

ビス事業者の指定に関する要件を定め、並びに第

１１５条の４第１項及び第２項の規定に基づき、

指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める

ものとする。 

 （定義）  （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。 

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］ 

 共生型介護予防サービス 法第１１５条の２

の２第１項の申請に係る法第５３条第１項本文

の指定を受けた者による指定介護予防サービス

をいう。 

 ［略］  ［略］ 

 （従業者）  （従業者） 

第７１条 指定介護予防訪問リハビリテーションの

事業を行う者（以下「指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所」という。）ごとに置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。 

第７１条 指定介護予防訪問リハビリテーションの

事業を行う者（以下「指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業者」という。）は、当該事業を行

う事業所（以下「指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業所」という。）ごとに、指定介護予防

訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章にお

いて「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」

という。）を置かなければならない。 

 医師 指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たらせるために必要な１以上の数 

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １

以上 

２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が

指定訪問リハビリテーション事業者（指定居宅サ

ービス条例第７２条第１項に規定する指定訪問リ

ハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハ

ビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーシ

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が

指定訪問リハビリテーション事業者（指定居宅サ

ービス条例第７２条第１項に規定する指定訪問リ

ハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハ

ビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーシ



ョン（指定居宅サービス条例第７１条に規定する

指定訪問リハビリテーションをいう。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

されている場合については、指定居宅サービス条

例第７２条第１項に規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、第１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。 

ョン（指定居宅サービス条例第７１条に規定する

指定訪問リハビリテーションをいう。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

されている場合については、指定居宅サービス条

例第７２条第１項に規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、前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７２条 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介

護医療院であって、事業の運営を行うために必要

 な広さを有する専用の区画を設けているとともに、

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必

要な設備及び備品等を備えているものでなければ

ならない。 

第７２条 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であ

って、事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の区画を設けているとともに、指定介護予

防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及

び備品等を備えているものでなければならない。

２ ［略］ ２ ［略］ 

第７９条 指定介護予防サービスに該当する介護予

防居宅療養管理指導（以下「指定介護予防居宅療

養管理指導」という。）の事業は、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活

を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤

師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅

療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護

師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。

 ）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し

て、その居宅を訪問して、その心身の状況、置か

れている環境等を把握し、それらを踏まえて療養

上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心

身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機

能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

第７９条 指定介護予防サービスに該当する介護予

防居宅療養管理指導（以下「指定介護予防居宅療

養管理指導」という。）の事業は、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活

を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤

師、看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療

養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師

及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護

師をいう。以下この章において同じ。）、歯科衛

生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指

導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看

護師を含む。以下この章において同じ。）又は管

理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その

居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている

環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理

及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものでなければならない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８０条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を

行う者（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。

 ）ごとに置くべき従業者（以下「介護予防居宅療

養管理指導従業者」という。）の員数は、次に掲

げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類

の区分に応じ、次に定めるとおりとする。 

第８０条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を

行う者（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。

 ）ごとに置くべき従業者（以下「介護予防居宅療

養管理指導従業者」という。）及びその員数は、

次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所

の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養

管理指導事業所 

 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養

管理指導事業所 

  ア ［略］   ア ［略］ 



  イ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その

提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内

容に応じた適当数 

  イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄

養士 その提供する指定介護予防居宅療養管

理指導の内容に応じた適当数 

 ［略］    ［略］ 

 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護

ステーション（指定居宅サービス条例第５６条

第１項に規定する指定訪問看護ステーションを

いう。）及び指定介護予防訪問看護ステーショ

ンをいう。以下この章において同じ。）である

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 看護職

員を１以上置くこと。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第８１条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、

 病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居

宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有し

ているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提

供に必要な設備及び備品等を備えているものでな

ければならない。 

第８１条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、

 病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーショ

ン等であって、指定介護予防居宅療養管理指導の

事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定

介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及

び備品等を備えているものでなければならない。

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第８３条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、

 指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、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８３条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、

 指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、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］ 

 通常の事業の実施地域 

 ［略］  ［略］ 

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

第８７条 ［略］ 第８７条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導

の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当た

っては、介護予防支援事業者等に対する介護予

防サービス計画の作成等に必要な情報提供並び

に利用者に対する療養上の相談及び支援を行う

こと。 

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当た

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、療養上必要な事項につい

て、理解しやすいように指導又は助言を行うこ

と。 

 それぞれの利用者について、提供した指定介



護予防居宅療養管理指導の内容について、速や

かに記録を作成するとともに、医師又は介護予

防支援事業者等に報告すること。 

第１０６条 指定介護予防通所リハビリテーション

事業所は、指定介護予防通所リハビリテーション

を行うにふさわしい専用の部屋等であって、３平

方メートルに利用定員（当該指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所において同時に指定介護

予防通所リハビリテーションの提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。以下この節及

び次節において同じ。）を乗じた面積以上のもの

を有しなければならない。ただし、当該指定介護

予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保

健施設又は介護医療院である場合にあっては、当

該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されてい

る食堂（リハビリテーションに供用されるものに

限る。）の面積を加えるものとする。 

第１０６条 指定介護予防通所リハビリテーション

事業所は、指定介護予防通所リハビリテーション

を行うにふさわしい専用の部屋等であって、３平

方メートルに利用定員（当該指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所において同時に指定介護

予防通所リハビリテーションの提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。以下この節及

び次節において同じ。）を乗じた面積以上のもの

を有しなければならない。ただし、当該指定介護

予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保

健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等

の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビ

リテーションに供用されるものに限る。）の面積

を加えるものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１１７条 ［略］ 第１１７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福

祉法第２０条の４に規定する養護老人ホームをい

う。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健

施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地

域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特

定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（

以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設

される指定介護予防短期入所生活介護事業所であ

って、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営

が行われるもの（以下この節及び次節において「

併設事業所」という。）については、老人福祉法、

 医療法（昭和２３年法律第２０５号）又は法に規

定する特別養護老人ホーム等として必要とされる

数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる介護予

 防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福

祉法第２０条の４に規定する養護老人ホームをい

う。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健

施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者

生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養

護老人ホーム等」という。）に併設される指定介

護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特

別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるも

の（以下「併設事業所」という。）については、

老人福祉法、医療法（昭和２３年法律第２０５号

）又は法に規定する特別養護老人ホーム等として

必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に

掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保す

るものとする。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

    第７節 共生型介護予防サービスに関する

基準 

 （共生型介護予防短期入所生活介護の基準） 

第１５２条の２ 介護予防短期入所生活介護に係る

共生型介護予防サービス（以下この条及び次条に

おいて「共生型介護予防短期入所生活介護」とい

う。）の事業を行う指定短期入所事業者（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。以下この条において「指定

障害福祉サービス条例」という。）第１０３条第

１項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定

障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害

者支援施設をいう。以下この条において同じ。）

が指定短期入所（指定障害福祉サービス条例第９

９条に規定する指定短期入所をいう。以下この条

において同じ。）の事業を行う事業所として当該

施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者

支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利

用されていない居室を利用して指定短期入所の事

業を行う場合において、当該事業を行う事業所（

以下この条において「指定短期入所事業所」とい

う。）において指定短期入所を提供する事業者に

限る。）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。 

 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短

期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所

生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面

積が９．９平方メートル以上であること。 

 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該

指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の

利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型

介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定短期入所

事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に

対して適切なサービスを提供するため、指定介

護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第１５２条の３ 第４６条の３から第４６条の７ま

で、第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の

１３、第４７条の２、第４７条の３、第４９条、

第５０条の４から第５０条の１１まで、第１０８

条の２、第１０８条の４、第１１６条及び第１１

８条並びに第４節（第１３０条を除く。）及び第

５節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護

の事業について準用する。この場合において、第

５０条の４中「第５０条」とあるのは「第１２６

条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とある

のは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に

当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生

活介護従業者」という。）」と、第１０８条の２

第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業

者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介



護従業者」と、第１２１条第１項及び第１２５条

中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるの

は「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、

 第１２９条第２項第２号中「次条において準用す

る第４６条の１３第２項」とあるのは「第４６条

の１３第２項」と、同項第４号中「次条において

準用する第４７条の３」とあるのは「第４７条の

３」と、同項第５号中「次条において準用する第

５０条の８第２項」とあるのは「第５０条の８第

２項」と、同項第６号中「次条において準用する

第５０条の１０第２項」とあるのは「第５０条の

１０第２項」と読み替えるものとする。 

    第８節 ［略］     第７節 ［略］ 

第１５２条の４ ［略］ 第１５２条の２ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１５２条の５ 基準該当介護予防短期入所生活介

護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに置くべき従業者（以下この節において

「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）

の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会

福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当

該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効

果的な運営を期待することができる場合であって、

 利用者の処遇に支障がないときは、第３号の栄養

士を置かないことができる。 

第１５２条の３ 基準該当介護予防短期入所生活介

護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに置くべき従業者（以下この節において

「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）

の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会

福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当

該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効

果的な運営を期待することができる場合であって、

 利用者の処遇に支障がないときは、第３号の栄養

士を置かないことができる。 

 ［略］    ［略］ 

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利

用者（当該基準該当介護予防短期入所生活介護

事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の

事業と基準該当短期入所生活介護（指定居宅サ

ービス条例第１６８条の４に規定する基準該当

短期入所生活介護をいう。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

介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入

所生活介護の利用者。以下この条及び第１５２

条の７において同じ。）の数が３又はその端数

を増すごとに１以上 

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利

用者（当該基準該当介護予防短期入所生活介護

事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の

事業と基準該当短期入所生活介護（指定居宅サ

ービス条例第１６８条の２に規定する基準該当

短期入所生活介護をいう。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

介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入

所生活介護の利用者。以下この条及び第１５２

条の５において同じ。）の数が３又はその端数

を増すごとに１以上 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基

準該当短期入所生活介護の事業とが、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

１６８条の４第１項から第４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

５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基

準該当短期入所生活介護の事業とが、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

１６８条の２第１項から第４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。 

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１５２条の６ ［略］ 第１５２条の４ ［略］ 

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第１５２条の７ ［略］ 第１５２条の５ ［略］ 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基

準該当短期入所生活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る

場合については、指定居宅サービス条例第１６８

条の７第１項に規定する利用定員等の基準を満た

すことをもって、前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。 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基

準該当短期入所生活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る

場合については、指定居宅サービス条例第１６８

条の５第１項に規定する利用定員等の基準を満た

すことをもって、前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１５２条の８ ［略］ 第１５２条の６ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基

準該当短期入所生活介護の事業とが、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

る場合については、指定居宅サービス条例第１６

８条の８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、前３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。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基

準該当短期入所生活介護の事業とが、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

る場合については、指定居宅サービス条例第１６

８条の６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、前３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。 

第１５２条の９ ［略］ 第１５２条の７ ［略］ 

第１５２条の１０ ［略］ 第１５２条の８ ［略］ 

 （従業員の員数）  （従業員の員数） 

第１５４条 指定介護予防短期入所療養介護の事業

を行う者（以下「指定介護予防短期入所療養介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養

介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期

入所療養介護従業者」という。）及びその員数は、

 次のとおりとする。 

第１５４条 指定介護予防短期入所療養介護の事業

を行う者（以下「指定介護予防短期入所療養介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養

介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期

入所療養介護従業者」という。）及びその員数は、

 次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期

入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び

栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護

医療院の入所者とみなした場合における法に規

定する介護医療院として必要とされる数が確保



されるために必要な数以上とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

第１５５条 指定介護予防短期入所療養介護事業所

の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

第１５５条 指定介護予防短期入所療養介護事業所

の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 診療所（療養病床を有するものを除く。）で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては、次に掲げる要件に適合すること。 

 診療所（療養病床を有するものを除く。）で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては、次に掲げる要件に適合すること。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 浴室を有すること。   イ 食堂及び浴室を有すること。 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、法に規定する介護医療

院として必要とされる施設及び設備（ユニット

型介護医療院（さいたま市介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（

平成３０年さいたま市条例第２９号）第４３条

に規定するユニット型介護医療院をいう。第１

７２条及び第１７６条において同じ。）に関す

るものを除く。）を有することとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （対象者）  （対象者） 

第１５６条 指定介護予防短期入所療養介護事業者

は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若

しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由

により、一時的に入所して看護、医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療等を

受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設

若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に

係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介

護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療

養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則

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介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病

床により構成される病棟をいう。以下同じ。）に

おいて指定介護予防短期入所療養介護を提供する

ものとする。 

第１５６条 指定介護予防短期入所療養介護事業者

は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若

しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由

により、一時的に入所して看護、医学的管理の下

における介護及び機能訓練その他必要な医療等を

受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設

の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の

指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又

は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法

等の一部を改正する法律附則第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

た介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号

）第４条第２項に規定する病床により構成される

病棟をいう。以下同じ。）において指定介護予防

短期入所療養介護を提供するものとする。 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１６０条 指定介護予防短期入所療養介護事業者

は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはな

らない。ただし、災害、虐待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。 

第１６０条 指定介護予防短期入所療養介護事業者

は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはな

らない。ただし、災害、虐待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。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養



介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療

院の入所者とみなした場合において入所定員及

び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

第１７２条 ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に

関する基準は、次のとおりとする。 

第１７２条 ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に

関する基準は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護医療院であるユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては、法に規定す

る介護医療院として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護医療院に関するものに限る。

）を有することとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１７６条 ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者は、次に掲げる利用者（当該ユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護

の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所におけるユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニ

ット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この

条において同じ。）数以上の利用者に対して同時

に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待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。 

第１７６条 ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者は、次に掲げる利用者（当該ユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療

養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護

の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所におけるユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニ

ット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この

条において同じ。）数以上の利用者に対して同時

に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待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。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 ユニット型介護医療院であるユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者と

みなした場合において入居定員及び療養室の定

員を超えることとなる利用者数 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１８４条 ［略］ 第１８４条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主と

して指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指

定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものと

し、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ１人以

上は常勤の者でなければならない。ただし、指定

介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は、主と

して指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指

定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものと

し、看護職員のうち１人以上、及び介護職員のう

ち１人以上は常勤の者でなければならない。ただ

し、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを



場合は、看護職員及び介護職員のうちいずれか１

人が常勤であれば足りるものとする。 

提供する場合は、看護職員及び介護職員のうちい

ずれか１人が常勤であれば足りるものとする。 

 （身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第１９２条 ［略］ 第１９２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 （趣旨）  （趣旨） 

第２０６条 第１節から前節までの規定にかかわら

ず、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（指定介護予防特定施設入居者生活

介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業

者により行われる介護予防特定施設サービス計画

の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談

等（以下この節において「基本サービス」という。

 ）及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託

する事業者（以下この節において「受託介護予防

サービス事業者」という。）により、当該介護予

防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、

排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援、

機能訓練及び療養上の世話（以下この節において

「受託介護予防サービス」という。）をいう。以

下同じ。）の事業を行うものの基本方針、人員、

設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準についてはこの節に定める

ところによる。 

第２０６条 第１節から前節までの規定にかかわら

ず、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（指定介護予防特定施設入居者生活

介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業

者により行われる介護予防特定施設サービス計画

の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談

等（以下この節において「基本サービス」という。

 ）及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託

する事業者（以下この節において「受託介護予防

サービス事業者」という。）により、当該介護予

防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、

排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援、

機能訓練及び療養上の世話（以下この節において

「受託介護予防サービス」という。）をいう。）

の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運

営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準についてはこの節に定めるところによ

る。 

 （指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）  （指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第２３１条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予

防福祉用具貸与の方針は、第２１８条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

第２３１条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予

防福祉用具貸与の方針は、第２１８条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き、次に掲げるところによるものとする。 

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達や

サービス担当者会議を通じる等の適切な方法に

より、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境等利用者の日常生活全般の状況の

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達や

サービス担当者会議を通じる等の適切な方法に

より、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境等利用者の日常生活全般の状況の



的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、

  かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相

談に応じるとともに、目録等の文書を示して福

祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸

与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用

具の貸与に係る同意を得るものとする。 

的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、

  かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相

談に応じるとともに、目録等の文書を示して福

祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情

報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意

を得るものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、同一種目における機能又は価格帯の異なる

複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供す

るものとする。 

 （介護予防福祉用具貸与計画の作成）  （介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第２３２条 ［略］ 第２３２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与

計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸

与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専

門員に交付しなければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与

計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸

与計画を利用者に交付しなければならない。 

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 

   附 則    附 則 

１～１７ ［略］ １～１７ ［略］ 

１８ 第１８４条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

 当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の

療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、

 軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、

 要支援者その他の者を入所又は入居させるための

施設の用に供することをいう。次項及び第２０項

において同じ。）を行って指定介護予防特定施設

入居者生活介護（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を除く。）の事業を行

う医療機関併設型指定介護予防特定施設（介護老

人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所

に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下

同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画

作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該

医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者

の処遇が適切に行われると認められるときは、

置かないことができること。 

 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機

関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた



適当数 

１９ 第２０８条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

 当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換を行って外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特

定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の

基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施

設の実情に応じた適当数とする。 

２０ 第１８６条及び第２１０条の規定にかかわら

ず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診

療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に

転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介

護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予

防特定施設においては、併設される介護老人保健

施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設

を利用することにより、当該医療機関併設型指定

介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、当該医療機関併設型指定

介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けな

いことができる。 

 （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

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。以下

同じ。）等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。 

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。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当た

っては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、

法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支

援センター、老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援

センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介

護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する

指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、

介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者等との連携に努めなけ

ればならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当た

っては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、

法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支

援センター、老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援

センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介

護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する

指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、

介護保険施設等との連携に努めなければならない。

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係

る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」とい

う。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の

提供に当たる介護支援専門員であって常勤である

ものを置かなければならない。 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係

る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」とい

う。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の

提供に当たる介護支援専門員であって常勤である

もの（次条第２項を除き、以下「介護支援専門員

」という。）を置かなければならない。 

 （管理者）  （管理者） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６

６第１号イ に規定する主任介護支援専門員でな

ければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でな

ければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

計画が第２条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求め

ることができること等につき説明を行い、理解を

得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

計画が第２条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであること等につき説

明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、利用者について、病院又は診療所



に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に

係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院

又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第７項で定めると

ころにより、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該指

定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第６項で定めると

ころにより、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該指

定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指

定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、

 利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、指

定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、

 利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、第３項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

 第４項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護

支援事業者が使用するもの 

 第３項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護

支援事業者が使用するもの 

 ［略］    ［略］ 

８ ［略］ ７ ［略］ 

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護支援専門員は、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、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

  居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者（以下この条において「担

当者」という。）を招集して行う会議をいう。

以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該

居宅サービス計画の原案の内容について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患

者に限る。）の心身の状況等により、主治の医

 介護支援専門員は、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、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

  居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者（以下この条において「担

当者」という。）を招集して行う会議をいう。

以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該

居宅サービス計画の原案の内容について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし、やむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等により意見



師又は歯科医師（以下この条において「主治の

医師等」という。）の意見を勘案して必要と認

める場合その他のやむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等により意見

を求めることができるものとする。 

を求めることができるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

  の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受けたと

きその他必要と認めるときは、利用者の服薬状

況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の

状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利

用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師

又は薬剤師に提供するものとする。 

 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施

状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅

サービス事業者等との連絡を継続的に行うこと

とし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。 

 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況

の把握（以下「モニタリング」という。）に当

たっては、利用者及びその家族、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、

  特段の事情のない限り、次に定めるところによ

り行わなければならない。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

  の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚

生労働大臣が定めるものに限る。以下この号に

おいて同じ。）を位置付ける場合にあっては、

その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス

計画に訪問介護が必要な理由を記載するととも

に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出な

ければならない。 

 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所

リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望している場合その他必要な場合には、利用

者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなけ

ればならない。 

 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所

リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望している場合その他必要な場合には、利用

者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下

「主治の医師等」という。）の意見を求めなけ

ればならない。 

  の２ 前号の場合において、介護支援専門員は、

  居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅

サービス計画を主治の医師等に交付しなければ

ならない。 

  ～(27) ［略］   ～(27) ［略］ 

 （さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等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予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例

（平成２６年さいたま市条例第８８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・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当た

っては、市町村、地域包括支援センター（法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭和３

８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定す

る老人介護支援センター、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。）、他の指定介護予

防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項

第１号に規定する指定特定相談支援事業者、住民

による自発的な活動によるサービスを含めた地域

における様々な取組を行う者等との連携に努めな

ければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当た

っては、市町村、地域包括支援センター（法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭和３

８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定す

る老人介護支援センター、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。）、他の指定介護予

防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的

な活動によるサービスを含めた地域における様々

な取組を行う者等との連携に努めなければならな

い。 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サー

ビス計画が第２条に規定する基本方針及び利用者

の希望に基づき作成されるものであり、利用者は

複数の指定介護予防サービス事業者（法第５３条

第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を

いう。以下同じ。）等を紹介するよう求めること

ができること等につき説明を行い、理解を得なけ

ればならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サー

ビス計画が第２条に規定する基本方針及び利用者

の希望に基づき作成されるものであること等につ

き説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、利用者について、病院又は診療所

に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏

名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう

求めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第７項で定めると

ころにより、当該利用申込者又はその家族の承諾

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第６項で定めると

ころにより、当該利用申込者又はその家族の承諾



を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該指

定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該指

定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指

定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、

 利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、指

定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、

 利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

 第４項各号に掲げる方法のうち指定介護予防

支援事業者が使用するもの 

 第３項各号に掲げる方法のうち指定介護予防

支援事業者が使用するもの 

 ［略］    ［略］ 

８ ［略］ ７ ［略］ 

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針）  （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３２条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

第３２条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員

が介護予防サービス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、介護予

防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予

防サービス等の担当者（以下この条において「

担当者」という。）を招集して行う会議をいう。

  以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該

介護予防サービス計画の原案の内容について、

担当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由がある

場合については、担当者に対する照会等により

意見を求めることができるものとする。 

 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員

が介護予防サービス計画の作成のために介護予

防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予

防サービス等の担当者（以下この条において「

  担当者」という。）を招集して行う会議をいう。

  以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該

介護予防サービス計画の原案の内容について、

担当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由がある

場合については、担当者に対する照会等により

意見を求めることができるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

  の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業

者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき

その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、

  口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況

に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者



の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は

薬剤師に提供するものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介

護予防通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要な場合

には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科

医師（次号及び第２２号において「主治の医師

等」という。）の意見を求めなければならない。

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介

護予防通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要な場合

には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科

医師（以下「主治の医師等」という。）の意見

を求めなければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護

予防サービス計画を作成した際には、当該介護

予防サービス計画を主治の医師等に交付しなけ

ればならない。 

(22)～(28) ［略］  (22)～(28) ［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８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 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指

定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、指定介護老人福祉施設（ユ

ニット型指定介護老人福祉施設（第４３条に規定

するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。以下この項に

おいて同じ。）にユニット型指定介護老人福祉施

設を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユ

ニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看

護職員（第５２条第２項の規定に基づき配置され

る看護職員に限る。）又は指定介護老人福祉施設

にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（

さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指

定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、指定介護老人福祉施設（ユ

ニット型指定介護老人福祉施設（第４３条に規定

するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。以下この項に

おいて同じ。）及びユニット型指定介護老人福祉

施設を併設する場合又は指定介護老人福祉施設及

びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（

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１７９条に規定する



 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１７９条に規定する

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を併設する場合

の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員

（指定地域密着型サービス条例第１８８条第２項

の規定に基づき配置される看護職員に限る。）を

除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限

りでない。 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。）を併設する場合の介護職員及び看護職員（

第５２条第２項の規定により配置される看護職員

に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場

合は、この限りでない。 

５～１０ ［略］ ５～１０ ［略］ 

 （サービス提供困難時の対応）  （サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入

院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し

自ら適切な便宜を提供することが困難である場合

は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措

置を速やかに講じなければならない。 

第８条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入

院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し

自ら適切な便宜を提供することが困難である場合

は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

 （指定介護福祉施設サービスの取扱方針）  （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サ

ービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の

入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の

行動を制限する行為（次項及び第６項において「

身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サ

ービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の

入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の

行動を制限する行為（次項において「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

 （緊急時等の対応） 

第２４条の２ 指定介護老人福祉施設は、現に指定

介護福祉施設サービスの提供を行っているときに

入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場



合のため、あらかじめ、第４条第１項第１号に掲

げる医師との連携方法その他の緊急時等における

対応方法を定めておかなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２８条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

第２８条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 緊急時等における対応方法 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 （指定介護福祉施設サービスの取扱方針）  （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護

福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居

者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他入居者の行動を制限する行為（次項及び第８項

において「身体的拘束等」という。）を行っては

ならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護

福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居

者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他入居者の行動を制限する行為（次項において「

身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

７ ［略］ ７ ［略］ 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

９ ［略］ ８ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５１条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次

に掲げる施設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５１条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次

に掲げる施設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］ 

 緊急時等における対応方法 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 



   附 則    附 則 

１～５ ［略］ １～５ ［略］ 

６ 一般病床、精神病床（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１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に

係るものに限る。以下この項及び次項において同

じ。）若しくは療養病床を有する病院の一般病床、

 精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは

療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当

該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床

数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の

施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の

６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の

要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居さ

せるための施設の用に供することをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）をし、指定介護老

人福祉施設を開設しようとする場合（この条例の

施行前に当該転換をし、指定介護老人福祉施設を

開設した場合を含む。）における当該転換に係る

食堂及び機能訓練室（診療所については、第５条

第１項第７号アに規定する基準に適合しているも

のを除く。）については、同号アの規定にかかわ

らず、食堂にあっては１平方メートルに入所定員

を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室にあっ

ては４０平方メートル以上の面積を有しなければ

ならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に

支障がない広さを確保することができるときは、

同一の場所とすることができるものとする。 

６ 一般病床、精神病床（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１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に

係るものに限る。以下この項及び次項において同

じ。）若しくは療養病床を有する病院の一般病床、

 精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは

療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を平成３０年３月３１日までの間に転換（当

該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床

数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の

施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の

６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の

要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居さ

せるための施設の用に供することをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）をし、指定介護老

人福祉施設を開設しようとする場合（この条例の

施行前に当該転換をし、指定介護老人福祉施設を

開設した場合を含む。）における当該転換に係る

食堂及び機能訓練室（診療所については、第５条

第１項第７号アに規定する基準に適合しているも

のを除く。）については、同号アの規定にかかわ

らず、食堂にあっては１平方メートルに入所定員

を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室にあっ

ては４０平方メートル以上の面積を有しなければ

ならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に

支障がない広さを確保することができるときは、

同一の場所とすることができるものとする。 

７ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成３６年３月３１日ま

での間に転換をし、指定介護老人福祉施設を開設

しようとする場合（この条例の施行前に当該転換

をし、指定介護老人福祉施設を開設した場合を含

む。）における当該転換に係る廊下の幅について

は、第５条第１項第８号及び第４５条第１項第４

号の規定にかかわらず、１．２メートル以上とす

る。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以上

としなければならない。 

７ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成３０年３月３１日ま

での間に転換をし、指定介護老人福祉施設を開設

しようとする場合（この条例の施行前に当該転換

をし、指定介護老人福祉施設を開設した場合を含

む。）における当該転換に係る廊下の幅について

は、第５条第１項第８号及び第４５条第１項第４

号の規定にかかわらず、１．２メートル以上とす

る。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以上

としなければならない。 

８～１３ ［略］ ８～１３ ［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９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 

 （条例で定める従業者の員数）  （条例で定める従業者の員数） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老

人保健施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、介護老人保健施設（ユニット型介護

老人保健施設（第４２条に規定するユニット型介

護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。

 ）を除く。以下この項において同じ。）にユニッ

ト型介護老人保健施設を併設する場合の介護老人

保健施設及びユニット型介護老人保健施設の介護

職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、

 この限りでない。 

４ 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老

人保健施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、介護老人保健施設（ユニット型介護

老人保健施設（第４２条に規定するユニット型介

護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。

 ）を除く。）及びユニット型介護老人保健施設を

併設する場合の介護職員を除き、入所者の処遇に

支障がない場合には、この限りでない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、サテライト型小規模介護老人保健施設（当

該施設を設置しようとする者により設置される

当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護

医療院又は病院若しくは診療所（以下「本体施

設」という。）との密接な連携を確保しつつ、

本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在

宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下

の介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の支

援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員に

より当該サテライト型小規模介護老人保健施設

の入所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。 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、サテライト型小規模介護老人保健施設（当該

施設を設置しようとする者により設置される当該

施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診

療所（以下「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営さ

れ、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定

員２９人以下の介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）の支援相談員、理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員に

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員

により当該サテライト型小規模介護老人保健施設

の入所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。 

 ［略］    ［略］ 

 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

 ［略］  ［略］ 



７ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設（介

護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入

所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９

人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定

するサテライト型小規模介護老人保健施設以外の

ものをいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又

は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりと

する。 

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設（病

院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰

の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保

健施設であって、前項に規定するサテライト型小

規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同

じ。）の支援相談員、理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士、栄養士又は介護支援専門員の

員数の基準は、次のとおりとする。 

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は栄養士 併設される介護医療院又は病院若

しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併

設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が

適切に行われると認められるときは、置かない

ことができること。 

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は栄養士 併設される病院又は診療所の理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄

養士により当該医療機関併設型小規模介護老人

保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認

められるときは、置かないことができること。

 ［略］    ［略］ 

 （条例で定める施設）  （条例で定める施設） 

第４条 介護老人保健施設は、省令第３条において

その基準を定める療養室、診察室及び機能訓練室

のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。

 ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の

場合にあっては、本体施設の施設を利用すること

により当該サテライト型小規模介護老人保健施設

及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯

場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護

老人保健施設の場合にあっては、併設される介護

医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用する

ことにより、当該医療機関併設型小規模介護老人

保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診

療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われ

 ると認められるときは、療養室及び診察室を除き、

 これらの施設を有しないことができる。 

第４条 介護老人保健施設は、省令第３条において

その基準を定める療養室、診察室及び機能訓練室

のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。

 ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の

場合にあっては、本体施設の施設を利用すること

により当該サテライト型小規模介護老人保健施設

及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯

場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護

老人保健施設の場合にあっては、併設される病院

又は診療所の施設を利用することにより、当該医

療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病

院又は診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切

に行われると認められるときは、療養室及び診察

 室を除き、これらの施設を有しないことができる。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （介護保健施設サービスの取扱方針）  （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの

提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制

限する行為（次項及び第６項において「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。 

４ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの

提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制

限する行為（次項において「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 



６ 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

 （条例で定める施設）  （条例で定める施設） 

第４４条 ユニット型介護老人保健施設は、省令第

４１条においてその基準を定める療養室、診察室

及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しな

ければならない。ただし、ユニット型サテライト

型小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居

者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行わ

れるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。

 以下同じ。）の場合にあっては、本体施設の施設

を利用することにより、当該ユニット型サテライ

ト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の

入居者の処遇が適切に行われると認められるとき

 は、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、

 ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施

設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、

これに対する支援が行われる医療機関併設型小規

模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合

にあっては、併設される介護医療院又は病院若し

くは診療所の施設を利用することにより、当該ユ

ニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設

及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入

居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、療養室及び診察室を除き、これら

の施設を有しないことができる。 

第４４条 ユニット型介護老人保健施設は、省令第

４１条においてその基準を定める療養室、診察室

及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しな

ければならない。ただし、ユニット型サテライト

型小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居

者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行わ

れるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。

 以下同じ。）の場合にあっては、本体施設の施設

を利用することにより、当該ユニット型サテライ

ト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の

入居者の処遇が適切に行われると認められるとき

 は、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、

 ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施

設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、

これに対する支援が行われる医療機関併設型小規

模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合

にあっては、併設される病院又は診療所の施設を

利用することにより、当該ユニット型医療機関併

設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診

療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、療養室及び診察室を除き、

 これらの施設を有しないことができる。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （介護保健施設サービスの取扱方針）  （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第４６条 ［略］ 第４６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設

サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他

の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者

の行動を制限する行為（次項及び第８項において

６ ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設

サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他

の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者

の行動を制限する行為（次項において「身体的拘



「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 束等」という。）を行ってはならない。 

７ ［略］ ７ ［略］ 

８ ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

９ ［略］ ８ ［略］ 

   附 則    附 則 

１～５ ［略］ １～５ ［略］ 

６ 一般病床、精神病床（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１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に

係るものに限る。以下同じ。）又は療養病床を有

する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神

病床又は療養病床を平成３６年３月３１日までの

間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しく

は療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療

養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号

）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。

 ）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所

又は入居させるための施設の用に供することをい

う。以下この項及び附則第８項から附則第１０項

までにおいて同じ。）を行って介護老人保健施設

を開設する場合（この条例の施行前に当該転換を

行って介護老人保健施設を開設した場合を含む。

）における当該転換に係る食堂については、第４

条第２項第２号中「２平方メートル」とあるのは、

 「１平方メートル」とする。 

６ 一般病床、精神病床（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１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に

係るものに限る。以下同じ。）又は療養病床を有

する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神

病床又は療養病床を平成３０年３月３１日までの

間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しく

は療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療

養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号

）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。

 ）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所

又は入居させるための施設の用に供することをい

う。以下この項及び附則第８項から附則第１０項

までにおいて同じ。）を行って介護老人保健施設

を開設する場合（この条例の施行前に当該転換を

行って介護老人保健施設を開設した場合を含む。

）における当該転換に係る食堂については、第４

条第２項第２号中「２平方メートル」とあるのは、

 「１平方メートル」とする。 

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者

が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換を行って介護老人

保健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。

）を開設する場合（この条例の施行前に当該転換

を行って介護老人保健施設を開設した場合を含む。

 ）における当該転換に係る食堂については、第４

条第２項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる

７ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者

が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成３

０年３月３１日までの間に転換を行って介護老人

保健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。

）を開設する場合（この条例の施行前に当該転換

を行って介護老人保健施設を開設した場合を含む。

 ）における当該転換に係る食堂については、第４

条第２項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる



基準のいずれかに適合するものとする。 基準のいずれかに適合するものとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転

換を行って介護老人保健施設を開設する場合（こ

の条例の施行前に当該転換を行って介護老人保健

施設を開設した場合を含む。）における当該転換

に係る建物については、第５条第１項第１号の規

定は、適用しない。 

８ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転

換を行って介護老人保健施設を開設する場合（こ

の条例の施行前に当該転換を行って介護老人保健

施設を開設した場合を含む。）における当該転換

に係る建物については、第５条第１項第１号の規

定は、適用しない。 

９ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転

換を行って介護老人保健施設を開設する場合（こ

の条例の施行前に当該転換を行って介護老人保健

施設を開設した場合を含む。）における当該転換

に係る屋内の直通階段及びエレベーターについて

は、第５条第１項第２号中「屋内の直通階段及び

エレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあ

るのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。

ただし、エレベーターが設置されているもの又は

２階以上の各階における療養室の床面積の合計が

それぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構

造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第

９号に規定する不燃材料をいう。）で造られてい

る建築物にあっては１００平方メートル）以下の

ものについては、屋内の直通階段を１とすること

ができる」とする。 

９ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しく

は療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転

換を行って介護老人保健施設を開設する場合（こ

の条例の施行前に当該転換を行って介護老人保健

施設を開設した場合を含む。）における当該転換

に係る屋内の直通階段及びエレベーターについて

は、第５条第１項第２号中「屋内の直通階段及び

エレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあ

るのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。

ただし、エレベーターが設置されているもの又は

２階以上の各階における療養室の床面積の合計が

それぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構

造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第

９号に規定する不燃材料をいう。）で造られてい

る建築物にあっては１００平方メートル）以下の

ものについては、屋内の直通階段を１とすること

ができる」とする。 

１０ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有す

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診

療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床

若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成３６年３月３１日までの間に

転換を行って介護老人保健施設を開設する場合（

この条例の施行前に当該転換を行って介護老人保

健施設を開設した場合を含む。）における当該転

換に係る療養室に隣接する廊下については、第５

条第１項第５号ア及び第４４条第４項第５号アの

規定にかかわらず、幅は、１．２メートル以上と

する。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以

上とする。 

１０ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有す

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診

療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床

若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成３０年３月３１日までの間に

転換を行って介護老人保健施設を開設する場合（

この条例の施行前に当該転換を行って介護老人保

健施設を開設した場合を含む。）における当該転

換に係る療養室に隣接する廊下については、第５

条第１項第５号ア及び第４４条第４項第５号アの

規定にかかわらず、幅は、１．２メートル以上と

する。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以

上とする。 

１１～１６ ［略］ １１～１６ ［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１０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 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該

指定介護療養型医療施設の職務に従事することが

できる者をもって充てなければならない。ただし、

 指定介護療養型医療施設（ユニット型指定介護療

養型医療施設（第４１条に規定するユニット型指

定介護療養型医療施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。以下この項において同じ。）

にユニット型指定介護療養型医療施設を併設する

場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指

定介護療養型医療施設の介護職員を除き、入院患

者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該

指定介護療養型医療施設の職務に従事することが

できる者をもって充てなければならない。ただし、

 指定介護療養型医療施設（ユニット型指定介護療

養型医療施設（第４１条に規定するユニット型指

定介護療養型医療施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。）及びユニット型指定介護療

養型医療施設を併設する場合の介護職員を除き、

入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りで

ない。 

８～１０ ［略］ ８～１０ ［略］ 

 （指定介護療養施設サービスの取扱方針）  （指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

 （指定介護療養施設サービスの取扱方針）  （指定介護療養施設サービスの取扱方針） 



第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

９ ［略］ ８ ［略］ 

   附 則    附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

 （失効）  （失効） 

２ この条例は、平成３６年３月３１日限り、その

効力を失う。ただし、第１３条から第１５条まで、

 第１６条第５項、第２３条（第３号に係る部分に

限る。）、第３４条、第３６条第２項から第６項

まで、第３８条第２項から第４項まで、第３９条、

 第４０条、第４６条及び第４７条第７項の規定（

第５４条において準用する場合を含む。）は、こ

の条例の失効後もなおその効力を有する。 

２ この条例は、平成３０年３月３１日限り、その

効力を失う。ただし、第１３条から第１５条まで、

 第１６条第５項、第２３条（第３号に係る部分に

限る。）、第３４条、第３６条第２項から第６項

まで、第３８条第２項から第４項まで、第３９条、

 第４０条、第４６条及び第４７条第７項の規定（

第５４条において準用する場合を含む。）は、こ

の条例の失効後もなおその効力を有する。 

３～１６ ［略］ ３～１６ ［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１１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４章の２ 地域密着型通所介護

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］

  第５節 共生型地域密着型サービスに関する基

準（第６０条の２０の２・第６０条の

２０の３）

  第６節 ［略］   第５節 ［略］

 第５章～第１０章 ［略］  第５章～第１０章 ［略］

 附則  附則

（趣旨） （趣旨）

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第７８条の２第１項及び第４

項第１号の規定に基づき、指定地域密着型サービ

ス事業者の指定に関する要件を定め、法第７８条

の２の２第１項の規定に基づき、共生型地域密着

型サービス事業者の人員、設備及び運営に関する

基準を定め、並びに法第７８条の４第１項及び第

２項の規定に基づき、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を定める

ものとする。

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第７８条の２第１項及び第４

項第１号の規定に基づき、指定地域密着型サービ

ス事業者の指定に関する要件を定め、並びに法第

７８条の４第１項及び第２項の規定に基づき、指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定めるものとする。

 （定義）  （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。

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］

 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２

の２第１項の申請に係る法第４２条の２第１項

本文の指定を受けた者による指定地域密着型サ

ービスをいう。

 ［略］  ［略］

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数）

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数）

第７条 ［略］ 第７条 ［略］

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他指

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。以下「指定地域密着型サービス省令」という。

 ）第３条の４第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者（以下この章において「看護師、介護福祉

士等」という。）をもって充てなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、

 提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は

第１項第４号アの看護職員との連携を確保してい

るときは、サービス提供責任者（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６

８号。以下「指定居宅サービス条例」という。）

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他指

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。以下「指定地域密着型サービス省令」という。

 ）第３条の４第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者（以下この章において「看護師、介護福祉

 士等」という。）をもって充てなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、

 提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は

第１項第４号アの看護職員との連携を確保してい

るときは、サービス提供責任者（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６

８号。以下「指定居宅サービス条例」という。）



第６条第２項のサービス提供責任者をいう。以下

同じ。）の業務に１年以上（指定地域密着型サー

ビス省令第３条の４第２項に規定する厚生労働大

臣が定める者にあっては、３年以上）従事した経

験を有する者をもって充てることができる。

第６条第２項のサービス提供責任者をいう。以下

同じ。）の業務に３年以上従事した経験を有する

者をもって充てることができる。

３・４ ［略］ ３・４ ［略］

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の処遇に

支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、

 当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設

等がある場合において、当該施設等の入所者等の

処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかか

 わらず、午後６時から午前８時までの間において、

 当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。

 ～  ［略］  ～  ［略］

 介護医療院

６ ［略］ ６ ［略］

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に

支障がない場合は、第４項本文及び前項の規定に

かかわらず、オペレーターは、随時訪問サービス

に従事することができる。

７ 午後６時から午前８時までの間は、当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者

に対する随時対応サービスの提供に支障がない場

合は、第４項本文及び前項の規定にかかわらず、

オペレーターは、随時訪問サービスに従事するこ

とができる。

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に

対する随時訪問サービスの提供に支障がないとき

は、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービ

スを行う訪問介護員等を置かないことができる。

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に

対する随時訪問サービスの提供に支障がないとき

は、第１項の規定にかかわらず、午後６時から午

前８時までの間は、随時訪問サービスを行う訪問

介護員等を置かないことができる。

９～１１ ［略］ ９～１１ ［略］

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス条例

第５６条第１項に規定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護（指定居宅サービス条例第５５条に

規定する指定訪問看護をいう。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、指定居宅サービス条例第５６条第１

項第１号アに規定する人員に関する基準を満たす

とき（同条第５項の規定により同条第１項第１号

ア及び第２号に規定する基準を満たしているもの

とみなされているとき及び第１９２条第１４項の

規定により同条第４項に規定する基準を満たして

いるとみなされているときを除く。）は、当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

第１項第４号ア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。

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス条例

第５６条第１項に規定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護（指定居宅サービス条例第５５条に

規定する指定訪問看護をいう。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、指定居宅サービス条例第５６条第１

項第１号アに規定する人員に関する基準を満たす

とき（同条第５項の規定により同条第１項第１号

ア及び第２号に規定する基準を満たしているもの

とみなされているときを除く。）は、当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第１

項第４号ア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。



（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービ

スについては、市長が地域の実情を勘案して適切

と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づ

き、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一

体的に利用者又はその家族等からの通報を受ける

ことができる。

３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時から午

前８時までの間に行われる随時対応サービスにつ

いては、市長が地域の実情を勘案して適切と認め

る範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当

該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に

利用者又はその家族等からの通報を受けることが

できる。

４ ［略］ ４ ［略］

 （地域との連携等）  （地域との連携等）

第４０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、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看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

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

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、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見

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「介護・医療連携推進会議」という。

）を設置し、おおむね６月に１回以上、介護・医

療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医

療連携推進会議による評価を受けるとともに、介

護・医療連携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。

第４０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、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看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

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

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、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見

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「介護・医療連携推進会議」という。

）を設置し、おおむね３月に１回以上、介護・医

療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医

療連携推進会議による評価を受けるとともに、介

護・医療連携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・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 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

に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供する場合には、正当な理由がある場合を除

き、当該建物に居住する利用者以外の者に対して

も、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供を行わなければならない。

４ 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

に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

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、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を行うよう努めなければなら

ない。

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数）

第４８条 ［略］ 第４８条 ［略］

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他指

定地域密着型サービス省令第６条第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める者をもって充てなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他指

定地域密着型サービス省令第６条第２項に規定す

る厚生労働大臣が定める者をもって充てなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場



合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する

時間帯を通じて、これらの者との連携を確保して

いるときは、１年以上（指定地域密着型サービス

省令第６条第２項に規定する厚生労働大臣が定め

る者にあっては、３年以上）サービス提供責任者

の業務に従事した経験を有する者をもって充てる

ことができる。

合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する

時間帯を通じて、これらの者との連携を確保して

いるときは、３年以上サービス提供責任者の業務

に従事した経験を有する者をもって充てることが

できる。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第６０条の３ ［略］ 第６０条の３ ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号

に規定する第１号通所事業に係る指定事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護

の事業と当該第１号通所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、

市長が定める当該第１号通所事業の人員に関する

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。

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等）

第６０条の５ ［略］ 第６０条の５ ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第６０条の３

第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指

定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当該第１号通所事業とが同

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、市長が定める当該第１号通所事業の

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。

 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）  （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。

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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 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。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 （地域密着型通所介護計画の作成）  （地域密着型通所介護計画の作成）

第６０条の１０ ［略］ 第６０条の１０ ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］



５ 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。

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。

    第５節 共生型地域密着型サービスに関す

る基準

 （共生型地域密着型通所介護の基準）

第６０条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共

生型地域密着型サービス（以下この条及び次条に

おいて「共生型地域密着型通所介護」という。）

の事業を行う指定生活介護事業者（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。以下この条において「指定障害福

祉サービス条例」という。）第８０条第１項に規

定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立

訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス

条例第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（

機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）事業者（指定障害福祉サービス条例第１

５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練

）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（

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。以下この条において「指定通

所支援条例」という。）第６条第１項に規定する

指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心

身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この条において同じ。）を通わせる事業

所において指定児童発達支援（指定通所支援条例

第５条に規定する指定児童発達支援をいう。第１

号において同じ。）を提供する事業者を除く。）

及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所

支援条例第７３条第１項に規定する指定放課後等

デイサービス事業者をいい、主として重症心身障

害児を通わせる事業所において指定放課後等デイ

サービス（指定通所支援条例第７２条に規定する

指定放課後等デイサービスをいう。第１号におい

て同じ。）を提供する事業者を除く。）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。

 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス

条例第８０条第１項に規定する指定生活介護事

業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事

業所（指定障害福祉サービス条例第１４３条第

１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業

所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業

所（指定障害福祉サービス条例第１５３条第１



項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所

をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通

所支援条例第６条第１項に規定する指定児童発

達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイ

サービス事業所（指定通所支援条例第７３条第

１項に規定する指定放課後等デイサービス事業

所をいう。）（以下この号において「指定生活

介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活

介護（指定障害福祉サービス条例第７９条に規

定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）（指定障害福祉サービス条例第１

４２条に規定する指定自立訓練（機能訓練）を

いう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障

害福祉サービス条例第１５２条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発

達支援又は指定放課後等デイサービス（以下こ

の号において「指定生活介護等」という。）の

利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生

型地域密着型通所介護の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生活介護事業

所等として必要とされる数以上であること。

 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して

適切なサービスを提供するため、指定地域密着

型通所介護事業所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。

 （準用）

第６０条の２０の３ 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２、第６０条の４、第６０

条の５第４項及び前節（第６０条の２０を除く。

）の規定は、共生型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１０条第

１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるの

は「運営規程（第６０条の１２に規定する運営規

程をいう。第３５条において同じ。）」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる

従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者

」という。）」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「共生型

地域密着型通所介護従業者」と、第６０条の５第

４項中「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。）」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所

介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生



型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する

場合」と、第６０条の９第４号、第６０条の１０

第５項及び第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「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第６０条の１９第２項第２

号中「次条において準用する第２１条第２項」と

あるのは「第２１条第２項」と、同項第３号中「

次条において準用する第２９条」とあるのは「第

２９条」と、同項第４号中「次条において準用す

る第３９条第２項」とあるのは「第３９条第２項

」と読み替えるものとする。

    第６節 ［略］     第５節 ［略］

 （利用定員）  （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１８人以下とする。

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。

 （運営規程）  （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を定めておかな

ければならない。

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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （準用）  （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「運営規

程」とあるのは「第６０条の３４に規定する運営

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「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６

０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。



 （従業者の員数）  （従業者の員数）

第６２条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別

養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５

に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。

）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、

 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、

社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条に

おいて同じ。）に併設されていない事業所におい

て行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以

下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定認知症

対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設さ

れている事業所において行われる指定認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者

（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（

以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所」という。）ごとに置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。

第６２条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別

養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５

に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。

）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、

 病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設

又は特定施設をいう。以下この条において同じ。

）に併設されていない事業所において行われる指

定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の

事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業

所において行われる指定認知症対応型通所介護を

いう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」と

 いう。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型

 ・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

 （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（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（第１７９条に規定するユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）を除く。）においては施設ごとに１

日当たり３人以下とし、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当

該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介

護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下と

なる数とする。

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。

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

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項及び第１９２条第８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。

 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。

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行

う者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者

」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ご

とに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護

従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時

間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、常勤換算方法で、通いサービス（登録

者（指定小規模多機能型居宅介護を利用するため

に指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受

けた者をいう。以下この章において同じ。）を指

定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う

小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章にお

いて同じ。）の提供に当たる者をその利用者（当

該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型介護予防サービス条例第４５条第１項に規定

する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

をいう。以下この章において同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の

事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型介護予防サービス条例第４４条に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同じ。）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小規模多機能

型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。

 ）の数が３又はその端数を増すごとに１以上及び

訪問サービス（小規模多機能型居宅介護従業者が

登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小

規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事

業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては当該本体事業所に係る同項に規定するサ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行

う者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者

」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ご

とに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護

従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時

間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、常勤換算方法で、通いサービス（登録

者（指定小規模多機能型居宅介護を利用するため

に指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受

けた者をいう。以下この章において同じ。）を指

定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う

小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章にお

いて同じ。）の提供に当たる者をその利用者（当

該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型介護予防サービス条例第４５条第１項に規定

する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

をいう。以下この章において同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の

事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型介護予防サービス条例第４４条に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同じ。）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小規模多機能

型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。

 ）の数が３又はその端数を増すごとに１以上及び

訪問サービス（小規模多機能型居宅介護従業者が

登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小

規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事

業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては当該本体事業所に係る同項に規定するサ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の



登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定する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当該サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る

同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所

に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所及び第１９２条第８項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定

小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下

この章において同じ。）の提供に当たる者を１以

上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能

型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤

務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直

勤務を除く。）をいう。第５項において同じ。）

に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当

該宿直勤務に必要な数以上とする。

登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定する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当該サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る

同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に

係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において

行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下この章において同じ。）の提供に当たる

者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び

深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項において

同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当た

る者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

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。

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域

密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施

設、指定介護療養型医療

施設（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第７

条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療 

［

略

］ 

 所であるものに限る。）

又は介護医療院 

 ［略］ 

当該指定小規

模多機能型居

宅介護事業所

に中欄に掲げ

る施設等のい

ずれかが併設

されている場

合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域

密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施

設又は指定介護療養型医

療施設（医療法（昭和２

３年法律第２０５号）第

７条第２項第４号に規定

する療養病床を有する診 

［

略

］ 

 療所であるものに限る。

） 

 ［略］ 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機

能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス

事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業に

ついて３年以上の経験を有する指定小規模多機能

型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者により設置される当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機

能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス

事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業に

ついて３年以上の経験を有する指定小規模多機能

型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者により設置される当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所であって当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護



の提供に係る支援を行うもの（以下この章におい

て「本体事業所」という。）との密接な連携の下

に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべ

き訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居

宅介護従業者については、本体事業所の職員によ

り当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、１以上とすることができる。

の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業所

」という。）との密接な連携の下に運営されるも

のをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービス

の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認められるときは、１

以上とすることができる。

８～１３ ［略］ ８～１３ ［略］

 （管理者）  （管理者）

第８４条 ［略］ 第８４条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（第１９４条に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従業

者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第

１１２条第２項、第１１３条及び第１９４条にお

いて同じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス省令第６４条第３項に規定する研

修を修了しているものでなければならない。

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、指定小規模多

機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第１

９４条に規定する指定複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介

護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定す

る政令で定める者をいう。次条、第１１２条第２

項、第１１３条及び第１９４条において同じ。）

として３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、指定地域密着型サービ

ス省令第６４条第３項に規定する研修を修了して

いるものでなければならない。

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）  （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）

第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代

表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービス

センター、介護老人保健施設、介護医療院、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応

型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業

所等の従業者、訪問介護員等として認知症である

者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療

サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であって、指定地域密着型サービ

ス省令第６５条に規定する研修を修了しているも

のでなければならない。

第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代

表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービス

センター、介護老人保健施設、指定小規模多機能

型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、

 訪問介護員等として認知症である者の介護に従事

した経験を有する者又は保健医療サービス若しく

は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者

であって、指定地域密着型サービス省令第６５条

に規定する研修を修了しているものでなければな

らない。

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等）

第１０４条 ［略］ 第１０４条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応

 等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

 介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応

等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

 病院等との間の連携及び支援の体制を整えなけれ



を整えなければならない。 ばならない。

 （管理者）  （管理者）

第１１２条 ［略］ 第１１２条 ［略］

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対

応型共同生活介護を提供するために必要な知識及

び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサ

 ービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

 指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者

又は訪問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、指

定地域密着型サービス省令第９１条第２項に規定

する研修を修了しているものでなければならない。

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対

応型共同生活介護を提供するために必要な知識及

び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症

対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として、３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、指定地域密着

型サービス省令第９１条第２項に規定する研修を

修了しているものでなければならない。

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者

）

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者

）

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として、認知症である者の

介護に従事した経験を有する者又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経

営に携わった経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス省令第９２条に規定する研修を修

了しているものでなければならない。

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対

応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問

介護員等として、認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者又は保健医療サービス若しくは

福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった

経験を有する者であって、指定地域密着型サービ

ス省令第９２条に規定する研修を修了しているも

のでなければならない。

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針）  （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針）

第１１８条 ［略］ 第１１８条 ［略］

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。

 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。

８ ［略］ ７ ［略］

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等）

第１２６条 ［略］ 第１２６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サー ３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サー



ビスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対

応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の

体制を整えなければならない。

ビスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対

応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えな

ければならない。

 （従業者の員数）  （従業者の員数）

第１３１条 ［略］ 第１３１条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主と

して指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提

供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のう

ちそれぞれ１人以上は、常勤の者でなければなら

ない。ただし、サテライト型特定施設（当該施設

を設置しようとする者により設置される当該施設

以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所であって当該施設に対する支援機能

を有するもの（以下この章において「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施

設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定

施設をいう。以下同じ。）にあっては、常勤換算

方法で１以上とする。

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主と

して指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提

供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上及

び介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、サテライト型特定施設（当

該施設を設置しようとする者により設置される当

該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは

診療所であって当該施設に対する支援機能を有す

るもの（以下この章において「本体施設」という。

 ）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別

の場所で運営される指定地域密着型特定施設をい

う。以下同じ。）にあっては、常勤換算方法で１

以上とする。

５・６ ［略］ ５・６ ［略］

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の

規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活

相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員に

より当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が

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。

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の

規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活

相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員に

より当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が

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。

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、

  作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専

門員

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士

若しくは作業療法士又は介護支援専門員

 ［略］  ［略］

 介護医療院 介護支援専門員

８～１０ ［略］ ８～１０ ［略］

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱

方針）

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱

方針）

第１３９条 ［略］ 第１３９条 ［略］

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す



ること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。

７ ［略］ ６ ［略］

 （従業者の員数）  （従業者の員数）

第１５２条 ［略］ 第１５２条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、

専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務

に従事する者でなければならない。ただし、指定

地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を

いう。以下この項において同じ。）を除く。以下

この項において同じ。）にユニット型指定介護老

人福祉施設（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。以下「指定介護

老人福祉施設条例」という。）第４３条に規定す

るユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を併設する場合の指定地

域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介

護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介

護老人福祉施設条例第５２条第２項の規定に基づ

き配置される看護職員に限る。）又は指定地域密

着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密

着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（

第１８８条第２項の規定に基づき配置される看護

職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がな

い場合は、この限りでない。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、

専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務

に従事する者でなければならない。ただし、指定

地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を

いう。以下この項において同じ。）を除く。以下

この条において同じ。）及びユニット型指定介護

老人福祉施設（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）第４３条に規

定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。

）を併設する場合又は指定地域密着型介護老人福

祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設を併設する場合の介護職員及び看護職員（

第１８８条第２項の規定に基づき配置される看護

職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がな

い場合は、この限りでない。

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト

型居住施設（当該施設を設置しようとする者によ

り設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施

設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライ

ト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉

施設を除く。第８項第１号及び第１７項、第１５

３条第１項第６号並びに第１８１条第１項第３号

において同じ。）、介護老人保健施設、介護医療

院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対

する支援機能を有するもの（以下この章において

「本体施設」という。）との密接な連携を確保し

つつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）

の医師については、本体施設の医師により当該サ

テライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に

行われると認められるときは、これを置かないこ

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト

型居住施設（当該施設を設置しようとする者によ

り設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施

設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライ

ト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉

施設を除く。第８項第１号及び第１７項、第１５

３条第１項第６号並びに第１８１条第１項第３号

において同じ。）、介護老人保健施設又は病院若

しくは診療所であって当該施設に対する支援機能

を有するもの（以下この章において「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施

設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。以下同じ。）の医師につい

ては、本体施設の医師により当該サテライト型居

住施設の入所者の健康管理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。



とができる。

５～７ ［略］ ５～７ ［略］

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

については、次に掲げる本体施設の場合には、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職

員により当該サテライト型居住施設の入所者の処

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。

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

については、次に掲げる本体施設の場合には、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職

員により当該サテライト型居住施設の入所者の処

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。

 ［略］  ［略］

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は

介護支援専門員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理

学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門

員

 ［略］  ［略］

 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員

９～１７ ［略］ ９～１７ ［略］

 （サービス提供困難時の対応）  （サービス提供困難時の対応）

第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入

所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが

困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又

は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介す

る等の適切な措置を速やかに講じなければならな

い。

第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入

所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが

困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又

は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を

速やかに講じなければならない。

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針）

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針）

第１５８条 ［略］ 第１５８条 ［略］

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。

７ ［略］ ６ ［略］

 （緊急時等の対応）

第１６６条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者



生活介護の提供を行っているときに入所者の病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あ

らかじめ、第１５２条第１項第１号に掲げる医師

との連携方法その他の緊急時等における対応方法

を定めておかなければならない。

 （運営規程）  （運営規程）

第１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに、次に掲

げる施設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１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに、次に掲

げる施設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］

 緊急時等における対応方法

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針）

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針）

第１８３条 ［略］ 第１８３条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。

９ ［略］ ８ ［略］

 （運営規程）  （運営規程）

第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設ごとに、次に掲げる施設の運営についての

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１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設ごとに、次に掲げる施設の運営についての

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］

 緊急時等における対応方法

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

第１９１条 指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（介護保険法施行規則第１７条の１

 ２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。

第１９１条 指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（介護保険法施行規則第１７条の１

 ０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。



 以下この章において「指定看護小規模多機能型居

宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービス

条例第５５条に規定する訪問看護の基本方針及び

第８２条に規定する小規模多機能型居宅介護の基

本方針を踏まえて行うものでなければならない。

 以下この章において「指定看護小規模多機能型居

宅介護」という。）の事業は、指定居宅サービス

条例第５５条に規定する訪問看護の基本方針及び

第８２条に規定する小規模多機能型居宅介護の基

本方針を踏まえて行うものでなければならない。

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等）

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

」という。）ごとに置くべき指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員

数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護

小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定看護小

規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者

をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多

機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の提供に当

たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機

能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当

該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅

介護（第８３条第７項に規定する本体事業所であ

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型

介護予防サービス条例第４５条第７項に規定する

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（第６項において「サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。

）の登録者、第８項に規定する本体事業所である

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、当該本体事業所に係る同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当

該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本

体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該

本体事業所に係る第８３条第７項に規定するサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型

居宅介護を含む。）をいう。以下この章において

同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、夜間及

第１９２条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

」という。）ごとに置くべき指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員

数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護

小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定看護小

規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者

をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多

機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の提供に当

たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機

能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当

該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅

介護（本体事業所である指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看

護小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以

下この章において同じ。）の提供に当たる者を２

以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小

規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及

び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる

勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第６項におい

て同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当

たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。



び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅

介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を

除く。）をいう。第６項において同じ。）に当た

る者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直

勤務に必要な数以上とする。

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規

模多機能型居宅介護（第８３条第７項に規定する

本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処

遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事

業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居

宅介護及び第８項に規定する本体事業所である指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

 当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない

場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させ

て行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。

）をいう。以下同じ。）の利用者がいない場合で

あって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に

対して訪問サービスを提供するために必要な連絡

体制を整備しているときは、第１項の規定にかか

わらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び

深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多

機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規

模多機能型居宅介護（本体事業所である指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該

本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の

状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当

該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。

以下同じ。）の利用者がいない場合であって、夜

間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問

サービスを提供するために必要な連絡体制を整備

しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務

並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅

介護従業者を置かないことができる。

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の

各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている

場合において、前各項に定める人員に関する基準

を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置

くほか、当該各号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、当該看

護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に

掲げる施設等の職務に従事することができる。

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の

各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている

場合において、前各項に定める人員に関する基準

を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置

くほか、当該各号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、当該看

護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に

掲げる施設等の職務に従事することができる。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 介護医療院

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用者又は

その家族等から電話等により看護に関する意見を

求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切

な看護サービスを提供できる体制にある指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関

する事業について３年以上の経験を有する指定看



護小規模多機能型居宅介護事業者により設置され

る当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であ

って、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提

供に係る支援を行うもの（以下この章において「

本体事業所」という。）との密接な連携の下に運

営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供

できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置

くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多

機能型居宅介護従業者については、本体事業所の

職員により当該サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、２人以上とすることが

できる。

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所については、

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所におい

て宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従

業者により当該サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯

を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅

介護従業者を置かないことができる。

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、

 看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。

１１ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多

機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支

援専門員を置かなければならない。ただし、当該

介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場

合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に併設する第７項各号に

掲げる施設等の職務に従事することができる。

８ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登

録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機

能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援

専門員を置かなければならない。ただし、当該介

護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合

は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げ

る施設等の職務に従事することができる。

１２ 前項の介護支援専門員は、指定地域密着型サ

ービス省令第１７１条第１２項に規定する研修を

修了している者でなければならない。

９ 前項の介護支援専門員は、指定地域密着型サー

ビス省令第１７１条第９項に規定する研修を修了

している者でなければならない。

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所について

は、本体事業所の介護支援専門員により当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切

に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看

護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事

する前項の研修を修了している者（第２００条に

おいて「研修修了者」という。）を置くことがで

きる。

１４ ［略］ １０ ［略］



 （管理者）  （管理者）

第１９３条 ［略］ 第１９３条 ［略］

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもっ

て充てることができる。

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護

医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等

として３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、指定地域密着型サービ

ス省令第１７２条第３項に規定する研修を修了し

ているもの又は保健師若しくは看護師でなければ

ならない。

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指定小

規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型

共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所

等の従業者若しくは訪問介護員等として３年以上

認知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、指定地域密着型サービス省令第１７２

条第２項に規定する研修を修了しているもの又は

保健師若しくは看護師でなければならない。

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者）

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者）

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

 ービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（指定複合型サービスの事業を行う事業所

をいう。）等の従業者、訪問介護員等として認知

症である者の介護に従事した経験を有する者若し

くは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経

営に携わった経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス省令第１７３条に規定する研修を

修了しているもの又は保健師若しくは看護師でな

ければならない。

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設、指定小規模

多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指

定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。）

等の従業者、訪問介護員等として認知症である者

の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であって、指定地域密着型サー

ビス省令第１７３条に規定する研修を修了してい

るもの又は保健師若しくは看護師でなければなら

ない。

 （登録定員及び利用定員）  （登録定員及び利用定員）

第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所は、その登録定員（登録者の数の上限をいう。

以下この章において同じ。）を２９人（サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、１８人）以下とする。

第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所は、その登録定員（登録者の数の上限をいう。

以下この章において同じ。）を２９人以下とする。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次

に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊

サービスの利用定員（当該指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当

たりの利用者の数の上限をいう。以下この章にお

いて同じ。）を定めるものとする。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次

に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊

サービスの利用定員（当該指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当

たりの利用者の数の上限をいう。以下この章にお

いて同じ。）を定めるものとする。

 通いサービス 登録定員の２分の１から１５

人（登録定員が２５人を超える指定看護小規模

 通いサービス 登録定員の２分の１から１５

人（登録定員が２５人を超える指定看護小規模



多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に

応じて、次の表に定める利用定員、サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては１２人）まで

多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員

に応じて、次の表に定める利用定員）まで

 ［略］  ［略］ 

 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３

分の１から９人（サテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）ま

で 

 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３

分の１から９人まで

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等）

第１９６条 ［略］ 第１９６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。

 ［略］  ［略］

 宿泊室  宿泊室

  ア～エ ［略］   ア～エ ［略］

  オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が

診療所である場合であって、当該指定看護小

規模多機能型居宅介護の利用者へのサービス

の提供に支障がない場合には、当該診療所が

有する病床については、宿泊室を兼用するこ

とができる。

３・４ ［略］ ３・４ ［略］

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規

模多機能型居宅介護報告書の作成）

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規

模多機能型居宅介護報告書の作成）

第２００条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の管理者は、介護支援専門員（第１９２条第１

３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看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、研修修了者。以下この条にお

いて同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成に関する業務を、看護師等（准看護師を除

く。第９項において同じ。）に看護小規模多機能

型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させ

るものとする。

第２００条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の管理者は、介護支援専門員に看護小規模多機

能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師

等（准看護師を除く。第９項において同じ。）に

看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関す

る業務を担当させるものとする。

２～１０ ［略］ ２～１０ ［略］

 （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

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８８条中「第８３条第１２項」とあるのは「第

１９２条第１３項」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１０

７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。

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

」とあるのは「第１９２条第７項各号」と読み替

えるものとする。

   附 則    附 則

１～４ ［略］ １～４ ［略］

５ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改

正する法律附則第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介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２

項に規定する病床に係るものに限る。以下この項

及び附則第７項において同じ。）又は療養病床を

有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を

平成１２年４月１日から平成３６年３月３１日ま

での間に転換（当該病院の一般病床、精神病床又

は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該

病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム

（老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホ

ームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要

支援者その他の者を入所させ、又は入居させるた

めの施設の用に供することをいう。）をし、指定

地域密着型介護老人福祉施設を開設した、又は開

設しようとする場合において、当該転換に係る食

堂及び機能訓練室については、第１５３条第１項

第７号アの規定にかかわらず、食堂は１平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機

能訓練室は４０平方メートル以上の面積を有しな

ければならない。ただし、食事の提供又は機能訓

練を行う場合において、当該食事の提供又は機能

訓練に支障がない広さを確保することができると

きは、同一の場所とすることができるものとする。

５ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改

正する法律附則第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介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２

項に規定する病床に係るものに限る。以下この項

及び附則第７項において同じ。）又は療養病床を

有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を

平成１２年４月１日から平成３０年３月３１日ま

での間に転換（当該病院の一般病床、精神病床又

は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該

病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム

（老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホ

ームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要

支援者その他の者を入所させ、又は入居させるた

めの施設の用に供することをいう。）をし、指定

地域密着型介護老人福祉施設を開設した、又は開

設しようとする場合において、当該転換に係る食

堂及び機能訓練室については、第１５３条第１項

第７号アの規定にかかわらず、食堂は１平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機

能訓練室は４０平方メートル以上の面積を有しな

ければならない。ただし、食事の提供又は機能訓

練を行う場合において、当該食事の提供又は機能

訓練に支障がない広さを確保することができると

きは、同一の場所とすることができるものとする。



６ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病

床又は療養病床を平成１２年４月１日から平成３

６年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一

般病床又は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費

老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。）をし、指定地域密着型介護

老人福祉施設を開設した、又は開設しようとする

場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練

室については、第１５３条第１項第７号アの規定

にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合

するものとする。

６ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病

床又は療養病床を平成１２年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一

般病床又は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費

老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。）をし、指定地域密着型介護

老人福祉施設を開設した、又は開設しようとする

場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練

室については、第１５３条第１項第７号アの規定

にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合

するものとする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

７ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成１２年４月１日から

平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院

の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を

介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介

護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居

させるための施設の用に供することをいう。）を

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設した、

 又は開設しようとする場合において、第１５３条

第１項第８号及び第１８１条第１項第４号の規定

にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅について

は、１．２メートル以上とする。ただし、中廊下

の幅は、１．６メートル以上とする。

７ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般

病床若しくは療養病床を平成１２年４月１日から

平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院

の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を

介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介

護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居

させるための施設の用に供することをいう。）を

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設した、

 又は開設しようとする場合において、第１５３条

第１項第８号及び第１８１条第１項第４号の規定

にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅について

は、１．２メートル以上とする。ただし、中廊下

の幅は、１．６メートル以上とする。

８～１３ ［略］ ８～１３ ［略］

１４ 第１３１条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病

院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医

療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援

者その他の者を入所させ、又は入居させるための

施設の用に供することをいう。次項において同

じ。）を行って指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着

型特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は

病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型

特定施設をいう。以下この項及び次項において同

じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作

成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学



療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該

医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用

者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができること。

 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機

関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じ

た適当数

１５ 第１３３条の規定にかかわらず、療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を

行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施

設においては、併設される介護老人保健施設、介

護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用す

ることにより、当該医療機関併設型指定地域密着

型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは、当該医療機関併設型指定地域密

着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないこ

とができる。

 （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１２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 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以

下同じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介

護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以

第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以

下同じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社

会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条にお



下この条において同じ。）に併設されていない事

業所において行われる指定介護予防認知症対応型

通所介護をいう。）の事業を行う者及び併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人

ホーム等に併設されている事業所において行われ

る指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。

 ）ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のと

おりとする。 

いて同じ。）に併設されていない事業所において

行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。）の事業を行う者及び併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併

設されている事業所において行われる指定介護予

防認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う

者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置

くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 （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（ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型

サービス条例第１７９条に規定するユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。）においては施設ご

とに１日当たり３人以下とし、ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設においてはユニットご

とに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当た

り１２人以下となる数とする。 

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。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （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

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。 きる。 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設、指定

介護療養型医療施設（医療

法（昭和２３年法律第２０

５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有す

る診療所であるものに限る。

）又は介護医療院 

［

略

］ 

 ［略］ 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設又は指

定介護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律第２

０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有

する診療所であるものに限

る。） 

［

略

］ 

 ［略］ 

７～１３ ［略］ ７～１３ ［略］ 

 （管理者）  （管理者） 

第４６条 ［略］ 第４６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所（指定地域密着型サービス条例

第１９４条に規定する指定複合型サービス事業所

をいう。次条において同じ。）、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。次条、第７３条第２

項及び第７４条において同じ。）として３年以上

認知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、指定地域密着型介護予防サービス省令

第４５条第３項に規定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、指定認知症対

応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事

業所（指定地域密着型サービス条例第１９４条に

規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。）、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介

護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定

める者をいう。次条、第７３条第２項及び第７４

条において同じ。）として３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、指

定地域密着型介護予防サービス省令第４５条第３

項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ

サービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として認知症である者の介護に従事した経験

を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であって、

 指定地域密着型介護予防サービス省令第４６条に

規定する厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ

サービスセンター、介護老人保健施設、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認

知症である者の介護に従事した経験を有する者又

は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営

に携わった経験を有する者であって、指定地域密

着型介護予防サービス省令第４６条に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 



 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第６１条 ［略］ 第６１条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時

の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支

援の体制を整えなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

 サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時

の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整

えなければならない。 

 （管理者）  （管理者） 

第７３条 ［略］ 第７３条 ［略］ 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防

認知症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介

護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所

等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する者で

あって、指定地域密着型介護予防サービス省令第

７１条第２項に規定する厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防

認知症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又

は訪問介護員等として、３年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって、指定

地域密着型介護予防サービス省令第７１条第２項

に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者） 

 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者） 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医

療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の

従業者若しくは訪問介護員等として、認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事

業の経営に携わった経験を有する者であって、指

定地域密着型介護予防サービス省令第７２条に規

定する厚生労働大臣が定める研修を修了している

ものでなければならない。 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指定認

知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しく

は訪問介護員等として、認知症である者の介護に

従事した経験を有する者又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者であって、指定地域密着型

介護予防サービス省令第７２条に規定する厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

 （身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第７９条 ［略］ 第７９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘



束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第８４条 ［略］ 第８４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及

び支援の体制を整えなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制

を整えなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第４条中第２３５条第

１号の改正、第５条中第２３１条第１号の改正及び第６条中第１５条第１８号の次

に１号を加える改正は、同年１０月 1日から施行する。 

 （看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置） 

２ この条例の施行の際現に介護保険法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス

を行っている事業所において行われる第４条の規定による改正前のさいたま市指定

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（以下この項にお

いて「改正前の指定居宅サービス条例」という。）第８１条に規定する指定居宅療

養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するもの

を行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。

附則第４項において同じ。）が行うものについては、改正前の指定居宅サービス条

例第８１条から第８３条まで及び第８６条第３項の規定は、平成３０年９月３０日

までの間、なおその効力を有する。 

 （管理者に係る経過措置） 

３ 平成３３年３月３１日までの間は、第６条の規定による改正後のさいたま市指定

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第５条第２項の規定に

かかわらず、介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号

）第１４０条の６６第１号イ に規定する主任介護支援専門員を除く。）をさいた

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第５条第１項



に規定する管理者とすることができる。 

 （看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置） 

４ この条例の施行の際現に介護保険法第５３条第１項に規定する指定介護予防サー

ビスを行っている事業所において行われる第５条の規定による改正前のさいたま市

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（以下こ

の条において「改正前の指定介護予防サービス条例」という。）第７９条に規定す

る指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、改正前

の指定介護予防サービス条例第７９条から第８１条まで及び第８７条第３項の規定

は、平成３０年９月３０日までの間、なおその効力を有する。 



さいたま市条例第１７号 

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部

を改正する条例

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例の一部改正

）

第１条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成

１３年さいたま市条例第１４５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 

 （業務）  （業務） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 老人デイサービスセンターは、障害者総合支援

法第５条第１項に規定する障害福祉サービスのう

ち同条第７項に規定する生活介護に係る障害者総

合支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービス（以下「指定生活介護」という。）を行

うことができる。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第９条 介護保健施設サービスの入所者、短期入所

療養介護の利用者、通所リハビリテーションの利

用者、介護予防短期入所療養介護の利用者及び介

護予防通所リハビリテーションの利用者は、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生

労働省令に規定する費用で指定管理者（第２３条

第１項に規定する指定管理者をいう。次項並びに

第１３条、第１７条第１項、第２０条及び第２１

条において同じ。）が定める額を納付しなければ

ならない。 

第９条 介護保健施設サービスの入所者、短期入所

療養介護の利用者、通所リハビリテーションの利

用者、介護予防短期入所療養介護の利用者及び介

護予防通所リハビリテーションの利用者は、厚生

労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生

労働省令に規定する費用で指定管理者（第２３条

第１項に規定する指定管理者をいう。次項並びに

第１３条、第１７条、第２０条及び第２１条にお

いて同じ。）が定める額を納付しなければならな

い。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （利用定員）  （利用定員） 

第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、第１５条 老人デイサービスセンターの利用定員は、



 ２０人とし、指定生活介護を利用する者を含むも

のとする。ただし、第１号通所事業のうち市長が

別に定めるサービスに係る利用定員については、

市長が別に定める。 

 ２０人とする。ただし、第１号通所事業のうち市

長が別に定めるサービスに係る利用定員について

は、市長が別に定める。 

 （利用対象者）  （利用対象者） 

第１６条 通所介護及び第１号通所事業に係る老人

デイサービスセンターの利用者対象者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

第１６条 老人デイサービスセンターの利用対象者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ 指定生活介護に係る老人デイサービスセンター

の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１７条 通所介護及び第１号通所事業に係る老人

デイサービスセンターの利用者は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を納付しな

ければならない。 

第１７条 老人デイサービスセンターの利用者は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

額を納付しなければならない。 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

  算定した額及び厚生労働省令で規定する費用で、

  指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で、指定管理

者が定める額 

２ 指定生活介護に係る老人デイサービスセンター

の利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額及び特定費用を納付しなければな

らない。 

 前条第２項第１号に該当する者 障害者総合

支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 前条第２項第２号に該当する者 障害者総合

支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

 （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、

市長がグリーンヒルうらわ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、次に掲

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、

市長がグリーンヒルうらわ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、次に掲



げる使用料を徴収する。 げる使用料を徴収する。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

掲げる額 

 老人デイサービスセンターの利用者は、次の

ア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに

掲げる額 

  ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で市長が定める額 

  ア 通所介護 厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した額及び厚生労働省令に規定する費

用で、市長が定める額 

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で市長が

定める額 

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で、市長

が定める額 

 ［略］    ［略］ 

 指定生活介護の利用者は、次のア又はイに掲

げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額及び

特定費用 

  ア 第１６条第２項第１号に該当する者 障害

者総合支援法第２９条第３項第２号に掲げる

額 

  イ 第１６条第２項第２号に該当する者 障害

者総合支援法第３０条第３項第１号に掲げる

額 

２ 前項の場合にあっては、第９条、第１３条及び

第１７条の規定を準用する。この場合において、

第９条第１項中「指定管理者（第２３条第１項に

規定する指定管理者をいう。次項並びに第１３条、

 第１７条第１項、第２０条及び第２１条において

同じ。）」とあるのは「市長」と、第９条第２項

及び第１７条第１項中「指定管理者」とあるのは

「市長」と、第１３条中「市長の承認を得て、指

定管理者が」とあるのは「市長が」と読み替える

ものとする。 

２ 前項の場合にあっては、第９条、第１３条及び

第１７条の規定を準用する。この場合において、

第９条第１項中「指定管理者（第２３条第１項に

規定する指定管理者をいう。次項並びに第１３条、

 第１７条、第２０条及び第２１条において同じ。

）」とあるのは「市長」と、第９条第２項及び第

１７条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、

第１３条中「市長の承認を得て、指定管理者が」

とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。

（さいたま市年輪荘条例の一部改正）

第２条 さいたま市年輪荘条例（平成１３年さいたま市条例第１４８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 



 （事業）  （事業） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ センターは、次に掲げる者について、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービスのうち同条第７項に規定する生

活介護に係る障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）を行うことができる。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 （利用の許可）  （利用の許可） 

第７条 第３条第１項第２号に規定する者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。 

第７条 第３条第１項第２号に規定する者及び同条

第３項に規定する事業を利用しようとする者は、

あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 （利用料金）  （費用の負担） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 第３条第２項第２号に規定するセンターの利用

者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

掲げる額を、センターの利用に係る料金として指

定管理者に支払わなければならない。 

 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定める

基準により算定した額及び厚生労働省令に規定

する費用で指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

３ 第３条第３項各号に規定するセンターの利用者

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額及び障害者総合支援法第２９条第１項に規

 定する特定費用（以下「特定費用」という。）を、

 センターの利用に係る料金として指定管理者に支

払わなければならない。 

 第３条第３項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 第３条第３項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

４ 前３項に規定する利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）は、指定管理者の収入とする。



 （利用料金の減免）  （減免） 

第１１条 市長は、前条の規定によりホームに入所

した者又はセンターを利用する者が、天災その他

特別の事由により利用料金を支払うことが困難で

あると認めるときは、これを減額し、又は免除す

ることができる。 

第１１条 市長は、第１０条の規定によりホームに

入所した者が、天災その他特別の事由により市長

が定める額を支払うことが困難であると認めたと

きは、これを減額し、又は免除することができる。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第１３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、

市長が年輪荘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、次に掲げる使用料を

徴収する。 

 第３条第１項第２号に規定する者は、市長が

別に定める額 

 第３条第２項第２号に規定する者は、次のア

又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに掲

げる額 

  ア 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額及び厚生労働省令に

規定する費用で市長が定める額 

  イ 第１号通所事業 市長が定めるところによ

り算定した額及び市長が定める費用で市長が

定める額 

 第３条第３項第１号に該当する者は、障害者

総合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額及

び特定費用 

 第３条第３項第２号に該当する者は、障害者

総合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 及

び特定費用 

２ 前項の場合にあっては、第８条から第１０条ま

 での規定を準用する。この場合において、第８条、

 第９条及び第１０条第１項中「指定管理者」とあ

るのは「市長」と、同条第２項及び第３項中「利

用に係る料金」とあるのは「使用料」と、「指定

管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものと

する。 

（さいたま市高齢者デイサービスセンター条例の一部改正）

第３条 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例第

１５３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 

 （業務）  （業務） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ センターは、次に掲げる者について、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービスのうち同条第７項に規定する生

活介護に係る障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）を行うことができる。ただし、

大砂土センターにおいては、指定生活介護のうち

入浴は行わない。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 （利用の許可）  （利用の許可） 

第６条 第３条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。 

第６条 第３条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするもの及び同条第２項に規定す

る事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第９条 第３条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。 

第９条 第３条第２号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額を、センターの利用に係る料金

として指定管理者（第１２条第１項に規定する指

定管理者をいう。以下この条において同じ。）に

支払わなければならない。 

 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定める

基準により算定した額及び厚生労働省令に規定

する費用で指定管理者が定める額 

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額 



２ 第３条第２項各号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額及び障害者総合支援法第２９条

第１項に規定する特定費用（以下「特定費用」と

いう。）を、センターの利用に係る料金として指

定管理者に支払わなければならない。 

 第３条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 第３条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

３ 前２項に規定する利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）は、指定管理者の収入とする。

２ 前項に規定する利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）は、指定管理者の収入とする。 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第１３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、

市長がセンター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、第３条第１項第２

号又は同条第２項各号に規定する者がセンターを

利用したときは次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額をセンターの使用料として徴収

する。 

第１３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、

市長がセンター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、第３条第２号に規

定する者がセンターを利用したときは次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額をセンタ

ーの使用料として徴収する。 

 地域密着型通所介護 厚生労働大臣が定める

基準により算定した額及び厚生労働省令に規定

する費用で市長が定める額 

 地域密着型通所介護 介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で市長が定め

る額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額 

 第３条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額及び

特定費用 

 第３条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額及び

特定費用 

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項及び第２

項の規定を準用する。この場合において、同条第

１項及び第２項中「利用に係る料金」とあるのは

「使用料」と、同条第１項中「指定管理者（第１

２条第１項に規定する指定管理者をいう。以下こ

の条において同じ。）」とあるのは「市長」と、

「指定管理者が」とあるのは「市長が」と、第９

条第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」と

読み替えるものとする。 

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項の規定を

準用する。この場合において、同項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。 



 （さいたま市与野本町デイサービスセンター条例の一部改正）

第４条 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例（平成１３年さいたま市条例

第１５４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 

 （業務）  （業務） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ センターは、次に掲げる者について、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービスのうち同条第７項に規定する生

活介護に係る障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）を行うことができる。 

２ センターは、市内に居住する在宅の１８歳以上

の身体障害者で次に掲げるものについて、自立訓

練、生活介護等の事業を行うことができる。 

 障害者総合支援法第１９条第１項の規定によ

る介護給付費の支給決定を受けた者 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条第４項に規定する身体障害者手帳

の交付を受けた者 

 障害者総合支援法第３０条第１項第１号に掲

げる場合に該当することにより同項の規定によ

る特例介護給付費の支給を受けることが見込ま

れる者 

 前号に掲げるもののほか、市長が認める者 

 （利用の許可）  （利用の許可） 

第６条 第２条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。 

第６条 第２条第１項第１号に掲げる者でセンター

を利用しようとするもの及び同条第２項に規定す

る事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。 

 （利用料金）  （利用料金） 

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。 

第９条 第２条第１項第２号に規定する者がセンタ

ーを利用したときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる額を、センターの利用に係

る料金として指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）に支払わなければならない。 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により    通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大



算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額 

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて指定管理者が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定する額の範囲内において指定管理者が定め

る額 

２ 第２条第２項各号に規定する者がセンターを利

用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額及び障害者総合支援法第２９条

第１項に規定する特定費用（以下「特定費用」と

いう。）を、センターの利用に係る料金として指

定管理者に支払わなければならない。 

２ センターで第２条第２項に規定する事業を利用

する者は、市長が別に定める額の当該事業の利用

に係る料金を指定管理者に支払わなければならな

い。 

 第２条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額 

 第２条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一部を

改正する条例の一部改正）

第５条 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例等の一

部を改正する条例（平成２９年さいたま市条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第４条中第１２条の改正を次のように改める。

 （費用等の収入）  （費用等の収入） 

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用を指定管理者の

収入として収受させることができる。 

第１２条 市長は、第３条第１項第１号に規定する

者への入所による養護に係る費用、同条第２項各

号に規定する者への地域密着型通所介護、第１号

通所事業又は介護予防通所介護に係る費用及び第

１０条の規定による費用を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。 

第８条中第１３条の改正を次のように改める。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等） 

第１３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、

市長がセンター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、第２条第１項第２

号又は同条第２項各号に規定する者がセンターを

利用したときは次の各号に掲げる区分に応じ、当

第１３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、

市長がセンター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、第２条第１項第２

号に規定する者がセンターを利用したときは次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を



該各号に掲げる額をセンターの使用料として徴収

する。 

センターの使用料として徴収する。 

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

市長が定める額 

 通所介護 介護保険法に基づき、厚生労働大

臣が定める基準により算定した額の範囲内にお

いて市長が定める額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で市長が定め

る額 

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額の範囲内において市長が定める額 

 第２条第２項第１号に該当する者 障害者総

合支援法第２９条第３項第２号に掲げる額及び

特定費用 

 介護予防通所介護 旧介護保険法に基づき、

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の

範囲内において市長が定める額 

 第２条第２項第２号に該当する者 障害者総

合支援法第３０条第３項第１号に掲げる額及び

特定費用 

 第２条第２項に規定する事業 市長が別に定

める額 

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項及び第２項中

「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同

条第１項中「指定管理者（第１２条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条において同じ。

 ）」とあるのは「市長」と、「指定管理者が」と

あるのは「市長が」と、第９条第２項中「指定管

理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとす

る。 

２ 前項の場合にあっては、第９条の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中「利用に係

る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者

（第１２条第１項に規定する指定管理者をいう。

以下この条において同じ。）」とあるのは「市長

」と、「指定管理者が」とあるのは「市長が」と

読み替えるものとする。 

   附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第５条の規定は、公布の

日から施行する。



さいたま市条例第１８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

する条例等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

る条例の一部改正） 

第１条 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 

目次 目次 

 第１章・第２章 ［略］  第１章・第２章 ［略］ 

 第３章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び

行動援護 

 第３章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び

行動援護 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第４４条の２―第４４条の４） 

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 

 第４章 ［略］  第４章 ［略］ 

 第５章 生活介護  第５章 生活介護 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第９５条の２―第９５条の５） 

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 

 第６章 短期入所  第６章 短期入所 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第１１０条の２―第１１０条の４）

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 

 第７章・第８章 ［略］  第７章・第８章 ［略］ 

 第９章 自立訓練（機能訓練）  第９章 自立訓練（機能訓練） 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第１４９条の２―第１４９条の４）

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 



 第１０章 自立訓練（生活訓練）  第１０章 自立訓練（生活訓練） 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第１５９条の２―第１５９条の４）

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 

 第１１章 就労移行支援  第１１章 就労移行支援 

  第１節～第３節 ［略］   第１節～第３節 ［略］ 

  第４節 運営に関する基準（第１６７条の２―

第１７２条） 

  第４節 運営に関する基準（第１６８条―第１

７２条） 

 第１２章・第１３章 ［略］  第１２章・第１３章 ［略］ 

 第１４章 就労定着支援 

  第１節 基本方針（第１９４条の２） 

  第２節 人員に関する基準（第１９４条の３・

第１９４条の４） 

  第３節 設備に関する基準（第１９４条の５）

  第４節 運営に関する基準（第１９４条の６―

第１９４条の１２） 

 第１５章 自立生活援助 

  第１節 基本方針（第１９４条の１３） 

  第２節 人員に関する基準（第１９４条の１４

・第１９４条の１５） 

  第３節 設備に関する基準（第１９４条の１６

） 

  第４節 運営に関する基準（第１９４条の１７

―第１９４条の２０） 

 第１６章 共同生活援助  第１４章 共同生活援助 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助

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２０

１条の２・第２０１条の３） 

   第２款 人員に関する基準（第２０１条の４

・第２０１条の５） 

   第３款 設備に関する基準（第２０１条の６

） 

   第４款 運営に関する基準（第２０１条の７

―第２０１条の１１） 

  第６節 外部サービス利用型指定共同生活援助

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５節 外部サービス利用型指定共同生活援助

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２０

１条の１２・第２０１条の１３） 

   第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２０

１条の２・第２０１条の３） 

   第２款 人員に関する基準（第２０１条の１

４・第２０１条の１５） 

   第２款 人員に関する基準（第２０１条の４

・第２０１条の５） 

   第３款 設備に関する基準（第２０１条の１

６） 

   第３款 設備に関する基準（第２０１条の６

） 

   第４款 運営に関する基準（第２０１条の１    第４款 運営に関する基準（第２０１条の７



７―第２０１条の２２） ―第２０１条の１２） 

 第１７章 ［略］  第１５章 ［略］ 

 附則  附則 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第３０条第

１項第２号イ及び第４１条の２第１項並びに第４

３条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定め、並びに法第３６条第３項第１号

（法第３７条第２項及び第４１条第４項において

準用する場合を含む。）の規定に基づき、指定障

害福祉サービス事業者の指定に係る要件を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第３０条第

１項第２号イ並びに第４３条第１項及び第２項の

規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準を定め、並びに

法第３６条第３項第１号（法第３７条第２項及び

第４１条第４項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の

指定に係る要件を定めるものとする。 

 （定義）  （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。 

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］ 

 支給決定障害者等 法第５条第２３項に規定

する支給決定障害者等をいう。 

 支給決定障害者等 法第５条第２１項に規定

する支給決定障害者等をいう。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 共生型障害福祉サービス 法第４１条の２第

１項の申請に係る法第２９条第１項の指定を受

けた者による指定障害福祉サービスをいう。 

 ［略］  ［略］ 

 多機能型 第７９条に規定する指定生活介護

の事業、第１４２条に規定する指定自立訓練（

機能訓練）の事業、第１５２条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）の事業、第１６２条に規

定する指定就労移行支援の事業、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び第１

８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業

並びに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。以下「指定通所支

援条例」という。）第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、指定通所支援条例第６２条に

規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定

通所支援条例第７２条に規定する指定放課後等

デイサービスの事業、指定通所支援条例第８１

条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援

の事業及び指定通所支援条例第８２条に規定す

る指定保育所等訪問支援の事業のうち２以上の

事業を一体的に行うこと（指定通所支援条例に

  規定する事業のみを行う場合を除く。）をいう。

 多機能型 第７９条に規定する指定生活介護

の事業、第１４２条に規定する指定自立訓練（

機能訓練）の事業、第１５２条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）の事業、第１６２条に規

定する指定就労移行支援の事業、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び第１

８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業

並びに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。以下「指定通所支

援条例」という。）第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、指定通所支援条例第６２条に

規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定

通所支援条例第７２条に規定する指定放課後等

デイサービスの事業及び指定通所支援条例第８

２条に規定する指定保育所等訪問支援の事業の

うち２以上の事業を一体的に行うこと（指定通

所支援条例に規定する事業のみを行う場合を除

く。）をいう。 



 （指定障害福祉サービス事業者の一般原則）  （指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第４章、第

５章及び第８章から第１６章までに掲げる事業を

行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障

害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個

別支援計画」という。）を作成し、これに基づき

利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する

とともに、その効果について継続的な評価を実施

することその他の措置を講じることにより利用者

に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービス

を提供しなければならない。 

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第４章、第

５章及び第８章から第１４章までに掲げる事業を

行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障

害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個

別支援計画」という。）を作成し、これに基づき

利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する

とともに、その効果について継続的な評価を実施

することその他の措置を講じることにより利用者

に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービス

を提供しなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、

 第２０１条の１２及び第２０１条の２０第２項に

おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下この章において「指定居

宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害

福祉サービス省令」という。）第５条第１項に規

定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下この

節及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換

算方法で、２．５以上とする。 

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、

 第２０１条の２及び第２０１条の１０第２項にお

いて「指定居宅介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下この章において「指定居宅

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害福

祉サービス省令」という。）第５条第１項に規定

する厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節

及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換算

方法で、２．５以上とする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する

基準 

 （共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業

者の基準） 

第４４条の２ 居宅介護に係る共生型障害福祉サー

ビス（以下「共生型居宅介護」という。）の事業

を行う指定訪問介護事業者（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「指定居宅サービス条例」という。）第６条

第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以

下同じ。）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。 

 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス条例

第６条第１項に規定する指定訪問介護事業所を

いう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指

定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護（指

定居宅サービス条例第５条に規定する指定訪問

介護をいう。以下同じ。）の利用者の数を指定



訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利

用者の数の合計数であるとした場合における当

該指定訪問介護事業所として必要とされる数以

上であること。 

 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定居宅介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護

事業者の基準） 

第４４条の３ 重度訪問介護に係る共生型障害福祉

サービス（以下「共生型重度訪問介護」という。

）の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に

関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該

指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の

利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共

生型重度訪問介護の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訪問介護事業所と

して必要とされる数以上であること。 

 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切な

サービスを提供するため、指定重度訪問介護事

業所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。 

 （準用） 

第４４条の４ 第５条（第３項及び第４項を除く。

）、第６条第２項及び第３項、第７条並びに前節

（第４４条を除く。）の規定は、共生型居宅介護

 及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

    第６節 ［略］     第５節 ［略］ 

 （運営に関する基準）  （運営に関する基準） 

第４９条 第５条第１項及び第４節（第２２条第１

項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、第３

３条及び第４４条を除く。）の規定は、基準該当

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」とあるのは

「第４９条第１項において準用する第３２条」と、

 第２１条第２項中「次条第１項から」とあるのは

「第４９条第１項において準用する次条第２項及

び」と、第２２条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第４９条第１項において準用す

る第２２条第２項」と、第２６条第１号中「次条

第１項」とあるのは「第４９条第１項において準

第４９条 第５条第１項及び前節（第２２条第１項、

 第２３条、第２４条第１項、第２８条、第３３条

及び第４４条を除く。）の規定は、基準該当居宅

 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」とあるのは「第４

９条第１項において準用する第３２条」と、第２

１条第２項中「次条第１項から」とあるのは「第

４９条第１項において準用する次条第２項及び」

と、第２２条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第４９条第１項において準用する第

２２条第２項」と、第２６条第１号中「次条第１

項」とあるのは「第４９条第１項において準用す



用する次条第１項」と、第２７条第１項中「第６

条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と、第

３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９

条第１項において準用する第２７条」と、第３２

条中「第３６条」とあるのは「第４９条第１項に

おいて準用する第３６条」と読み替えるものとす

る。 

る次条第１項」と、第２７条第１項中「第６条第

２項」とあるのは「第４５条第２項」と、第３１

条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第

１項において準用する第２７条」と、第３２条中

「第３６条」とあるのは「第４９条第１項におい

て準用する第３６条」と読み替えるものとする。

２ 第５条第２項から第４項まで、第４節（第２２

条第１項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、

 第３３条及び第４４条を除く。）及び第４５条か

ら前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及

び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事

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」とあるのは「第４９条第

２項において準用する第３２条」と、第２１条第

２項中「次条第１項から」とあるのは「第４９条

第２項において準用する次条第２項及び」と、第

２２条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、

 第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第４９条第２項において準用する第２２条第２

項」と、第２６条第１号中「次条第１項」とある

のは「第４９条第２項において準用する次条第１

項」と、第２７条第１項中「第６条第２項」とあ

るのは「第４５条第２項」と、第３１条第３項中

「第２７条」とあるのは「第４９条第２項におい

て準用する第２７条」と、第３２条中「第３６条

」とあるのは「第４９条第２項において準用する

第３６条」と読み替えるものとする。 

２ 第５条第２項から第４項まで、前節（第２２条

第１項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、

第３３条及び第４４条を除く。）及び第４５条か

ら前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及

び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事

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」とあるのは「第４９条第

２項において準用する第３２条」と、第２１条第

２項中「次条第１項から」とあるのは「第４９条

第２項において準用する次条第２項及び」と、第

２２条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、

 第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第４９条第２項において準用する第２２条第２

項」と、第２６条第１号中「次条第１項」とある

のは「第４９条第２項において準用する次条第１

項」と、第２７条第１項中「第６条第２項」とあ

るのは「第４５条第２項」と、第３１条第３項中

「第２７条」とあるのは「第４９条第２項におい

て準用する第２７条」と、第３２条中「第３６条

」とあるのは「第４９条第２項において準用する

第３６条」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指

定生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）

に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指

定生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）

に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

 ［略］    ［略］ 

 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、第９章及び第１０章に

おいて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及

び生活支援員 

 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、第８章及び第９章にお

いて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員 

  ア～エ ［略］   ア～エ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 （職場への定着のための支援の実施） 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は、障害者の職

場への定着を促進するため、当該指定生活介護事

業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業



所に新たに雇用された障害者について、障害者就

業・生活支援センター等の関係機関と連携して、

当該障害者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援の継続に努めなければなら

ない。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する

基準 

 （共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援

事業者等の基準） 

第９５条の２ 生活介護に係る共生型障害福祉サー

ビス（以下「共生型生活介護」という。）の事業

を行う指定児童発達支援事業者（指定通所支援条

例第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業

者をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業

者（指定通所支援条例第７３条第１項に規定する

指定放課後等デイサービス事業者をいう。）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。 

 指定児童発達支援事業所（指定通所支援条例

第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業

所をいう。第２０２条において同じ。）又は指

定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援

条例第７３条第１項に規定する指定放課後等デ

イサービス事業所をいう。第２０２条において

同じ。）（以下「指定児童発達支援事業所等」

という。）の従業者の員数が当該指定児童発達

支援事業所等が提供する指定児童発達支援（指

定通所支援条例第５条に規定する指定児童発達

支援をいう。）又は指定放課後等デイサービス

（指定通所支援条例第７２条に規定する指定放

課後等デイサービスをいう。）（以下「指定児

童発達支援等」という。）を受ける障害児の数

を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び

共生型生活介護の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児童発達支援事業所

等として必要とされる数以上であること。 

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定生活介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業

者等の基準） 

第９５条の３ 共生型生活介護の事業を行う指定通

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（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。）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。）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（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。）の利用者の数と共生型生活

介護の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の

数及び共生型生活介護の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。 

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定生活介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能

型居宅介護事業者等の基準） 

第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小

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。）、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。）又は指

定介護予防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４５



条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業者等」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。

）、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。）又は指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サ

ービス条例第４５条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」という。）の登録定員（当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指

定地域密着型サービス条例第８３条第１項若し

くは第１９２条第１項又は指定地域密着型介護

予防サービス条例第４５条第１項に規定する登

録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介

護、共生型自立訓練（機能訓練）（第１４９条

の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）を

いう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）

（第１５９条の２に規定する共生型自立訓練（

生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援

（指定通所支援条例第５５条の２に規定する共

生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放

課後等デイサービス（指定通所支援条例第７８

条の２に規定する共生型放課後等デイサービス

をいう。）（以下「共生型通いサービス」とい

う。）を利用するために当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び

障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、

  第１４９条の３及び第１５９条の３において同

じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機

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７項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、

サテライト型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８項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型介護予防サービス条例

第４５条第７項に規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

第９７条において同じ。）（以下「サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい



う。）にあっては、１８人）以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供

する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。）、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。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス条例第４４条に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）

（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」とい

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項若しくは第１９２条

第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基

準第４５条第１項に規定する通いサービスをい

う。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利

用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者

及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限を

いう。以下この条、第１４９条の３及び第１５

９条の３において同じ。）を登録定員の２分の

１から１５人（登録定員が２５人を超える指定

小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登

録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては１２人）までの範囲内とすること。

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間

及び食堂（指定地域密着型サービス条例第８７

条第２項第１号若しくは第１９６条第２項第１

号又は指定地域密着型介護予防サービス条例第

４９条第２項第１号に規定する居間及び食堂を

いう。以下同じ。）は、機能を十分に発揮しう

る適当な広さを有すること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等が提供する通いサービスの利用者数を

通いサービスの利用者数並びに共生型通いサー

ビスを受ける障害者及び障害児の数の合計数で

あるとした場合における指定地域密着型サービ

ス条例第８３条若しくは第１９２条又は指定地

域密着型介護予防サービス条例第４５条に規定

する基準を満たしていること。 

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定生活介護事業所その



他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （準用） 

第９５条の５ 第１０条から第１８条まで、第２０

条、第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、

第３７条から第４２条まで、第５２条、第５９条

から第６２条まで、第６８条、第７０条から第７

２条まで、第７５条から第７７条まで、第７９条、

第８１条及び前節（第９５条を除く。）の規定は、

 共生型生活介護の事業について準用する。 

    第６節 ［略］     第５節 ［略］ 

 （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等であって、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

定通所介護等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。）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（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。）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。 

  ・  ［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等（指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第１

１１条、第１５０条の２及び第１６０条の２にお

いて同じ。）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

等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。

 以下この条、第１１１条、第１５０条の２及び第

１６０条の２において同じ。）のうち通いサービ

ス（指定地域密着型介護予防サービス条例第４５

条第１項に規定する通いサービスを除く。以下こ

の条、第１１１条、第１５０条の２及び第１６０

条の２において同じ。）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

所等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所を除く。以下この条、第１１１条、第１５０条

の２及び第１６０条の２において同じ。）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。 

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

については適用しない。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者（指定地域密着型介護予防サー

ビス条例第４５条第１項に規定する登録者を除

く。第１１１条、第１５０条の２及び第１６０

条の２において同じ。）の数とこの条の規定に

より基準該当生活介護とみなされる通いサービ

ス、第１５０条の２の規定により基準該当自立

訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若

しくは第１６０条の２の規定により基準該当自

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者（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

る登録者をいう。以下同じ。）の数とこの条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通い

サービス、第１５０条の２の規定により基準該

当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサー

ビス若しくは第１６０条の２の規定により基準

該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサ



立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス

又は指定通所支援条例第６１条の２の規定によ

り基準該当児童発達支援とみなされる通いサー

ビス若しくは指定通所支援条例第８１条におい

て準用する指定通所支援条例第６１条の２の規

定により基準該当放課後等デイサービスとみな

される通いサービスを利用するために当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受け

た障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。

  次号において同じ。）を２９人（サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所等（サテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所を除く。以下この条、第１１１条、第１５

０条の２及び第１６０条の２において同じ。）

にあっては、１８人）以下とすること。 

ービス又は指定通所支援条例第６１条の２の規

定により基準該当児童発達支援とみなされる通

いサービス若しくは指定通所支援条例第８１条

において準用する指定通所支援条例第６１条の

２の規定により基準該当放課後等デイサービス

とみなされる通いサービスを利用するために当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録

を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限

をいう。次号において同じ。）を２９人（サテ

ライト型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７項に

規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。以下同じ。）にあっては、

１８人）以下とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数とこの条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、第１５０条の２の規

定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな

される通いサービス若しくは第１６０条の２の

規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ

なされる通いサービス又は指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは指定通所支

援条例第８１条において準用する指定通所支援

条例第６１条の２の規定により基準該当放課後

等デイサービスとみなされる通いサービスを受

ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当た

りの上限をいう。以下この号において同じ。）

を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定

める利用定員、サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所等にあっては１２人）までの

範囲内とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数とこの条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、第１５０条の２の規

定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな

される通いサービス若しくは第１６０条の２の

規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ

なされる通いサービス又は指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは指定通所支

援条例第８１条において準用する指定通所支援

条例第６１条の２の規定により基準該当放課後

等デイサービスとみなされる通いサービスを受

ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当た

りの上限をいう。以下この号において同じ。）

を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定

める利用定員、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１２人）までの範

囲内とすること。 

 ［略］  ［略］ 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

居間及び食堂（指定地域密着型介護予防サービ

ス条例第４９条第２項第１号に規定する居間及

び食堂を除く。第１１１条、第１５０条の２及

び第１６０条の２において同じ。）は、機能を

十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

居間及び食堂（指定地域密着型サービス条例第

８７条第２項第１号又は第１９６条第２項第１

号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。

）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有

すること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定

短期入所の事業を行う事業所（以下この章におい

て「指定短期入所事業所」という。）として当該

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定

短期入所の事業を行う事業所（以下この章におい

て「指定短期入所事業所」という。）として当該



施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章に

おいて「併設事業所」という。）を設置する場合

において、当該施設及び併設事業所に置くべき従

業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める数とする。 

施設と一体的に運営を行う事業所（以下この章に

おいて「併設事業所」という。）を設置する場合

において、当該施設及び併設事業所に置くべき従

業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定める数とする。 

 ［略］    ［略］ 

 第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（

生活訓練）事業者（施行規則第２５条第７号に

規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。

  ）、第１９６条第１項に規定する指定共同生活

援助事業者、第２０１条の２に規定する日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業者又は第２

０１条の１４第１項に規定する外部サービス利

用型指定共同生活援助事業者（以下この章にお

いて「指定自立訓練（生活訓練）事業者等」と

いう。）である当該施設が、指定短期入所事業

所として併設事業所を設置する場合 ア又はイ

に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、

  それぞれア又はイに定める数 

 第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（

生活訓練）事業者（施行規則第２５条第７号に

規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。

  ）、第１９６条第１項に規定する指定共同生活

援助事業者又は第２０１条の４第１項に規定す

る外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

（以下この章において「指定自立訓練（生活訓

練）事業者等」という。）である当該施設が、

指定短期入所事業所として併設事業所を設置す

る場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供

する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める

数 

  ア 指定短期入所と同時に第１５２条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）（施行規則第２

５条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係る

ものに限る。）、第１９５条に規定する指定

共同生活援助、第２０１条の２に規定する日

中サービス支援型指定共同生活援助又は第２

０１条の１２に規定する外部サービス利用型

指定共同生活援助（次項第２号アにおいて「

指定自立訓練（生活訓練）等」という。）を

提供する時間帯 指定自立訓練（生活訓練）

事業所等（当該指定自立訓練（生活訓練）事

業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓

練（生活訓練）事業所（第１５３条第１項に

規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所を

いう。）、指定共同生活援助事業所（第１９

６条第１項に規定する指定共同生活援助事業

所をいう。以下この章において同じ。）、日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所（

第２０１条の４第１項に規定する日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以

下この章において同じ。）又は外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所（第２０１条

の１４第１項に規定する外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所をいう。以下この章

において同じ。））の利用者の数及び併設事

業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓

練（生活訓練）事業所等の利用者の数とみな

した場合において、当該指定自立訓練（生活

訓練）事業所等における生活支援員又はこれ

に準じる従業者として必要とされる数以上 

  ア 指定短期入所と同時に第１５２条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）（施行規則第２

５条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係る

ものに限る。）、第１９５条に規定する指定

共同生活援助又は第２０１条の２に規定する

外部サービス利用型指定共同生活援助（次項

第２号アにおいて「指定自立訓練（生活訓練

）等」という。）を提供する時間帯 指定自

立訓練（生活訓練）事業所等（当該指定自立

訓練（生活訓練）事業者等が設置する当該指

定に係る指定自立訓練（生活訓練）事業所（

第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（

生活訓練）事業所をいう。）、指定共同生活

援助事業所（第１９６条第１項に規定する指

定共同生活援助事業所をいう。以下この章に

おいて同じ。）又は外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所（第２０１条の４第１項

に規定する外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所をいう。以下この章において同じ。

   ））の利用者の数及び併設事業所の利用者の

数の合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）

事業所等の利用者の数とみなした場合におい

て、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等

における生活支援員又はこれに準じる従業者

として必要とされる数以上 

  イ ［略］   イ ［略］ 



２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の

全部又は一部が利用者に利用されていない居室を

利用して指定短期入所の事業を行う場合において、

 当該事業を行う事業所（以下この章において「空

床利用型事業所」という。）に置くべき従業者の

員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に定める数とする。 

２ 法第５条第８項に規定する施設が、その施設の

全部又は一部が利用者に利用されていない居室を

利用して指定短期入所の事業を行う場合において、

 当該事業を行う事業所（以下この章において「空

床利用型事業所」という。）に置くべき従業者の

員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に定める数とする。 

 ［略］    ［略］ 

 指定自立訓練（生活訓練）事業者等（第２０

１条の２に規定する日中サービス支援型指定共

  同生活援助事業者を除く。）である当該施設が、

  指定短期入所事業所として空床利用型事業所を

設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所

を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに

定める数 

 指定自立訓練（生活訓練）事業者等である当

該施設が、指定短期入所事業所として空床利用

型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指

定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数 

  ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活

訓練）等（第２０１条の２に規定する日中サ

ービス支援型指定共同生活援助を除く。）を

提供する時間帯 当該指定自立訓練（生活訓

練）事業所等（日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所を除く。以下このアにおいて

同じ。）の利用者の数及び空床利用型事業所

の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練（

生活訓練）事業所等の利用者の数とみなした

場合において、当該指定自立訓練（生活訓練

）事業所等における生活支援員又はこれに準

じる従業者として必要とされる数以上 

  ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活

訓練）等を提供する時間帯 当該指定自立訓

練（生活訓練）事業所等の利用者の数及び空

床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該

指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者

の数とみなした場合において、当該指定自立

訓練（生活訓練）事業所等における生活支援

員又はこれに準じる従業者として必要とされ

る数以上 

  イ ［略］   イ ［略］ 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短

期入所事業所（以下この章において「単独型事業

所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める

数とする。 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短

期入所事業所（以下この章において「単独型事業

所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める

数とする。 

 指定生活介護事業所、第１４３条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業所、第１

５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所、第１６３条第１項に規定する指定

就労移行支援事業所、第１７４条第１項に規定

する指定就労継続支援Ａ型事業所、指定就労継

続支援Ｂ型事業所（第１８６条に規定する指定

就労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該事業を

行う事業所をいう。）、指定共同生活援助事業

所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業

所又は指定障害児通所支援事業所（児童福祉法

第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支

援の事業等を行う者が当該事業を行う事業所を

いう。）（以下この章において「指定生活介護

事業所等」という。）において指定短期入所の

事業を行う場合 ア又はイに掲げる指定短期入

 指定生活介護事業所、第１４３条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業所、第１

５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所、第１６３条第１項に規定する指定

就労移行支援事業所、第１７４条第１項に規定

する指定就労継続支援Ａ型事業所、指定就労継

続支援Ｂ型事業所（第１８６条に規定する指定

就労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該事業を

行う事業所をいう。）、第１９６条第１項に規

定する指定共同生活援助事業所、外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児

通所支援事業所（児童福祉法第２１条の５の３

第１項に規定する指定通所支援の事業等を行う

者が当該事業を行う事業所をいう。）（以下こ

の章において「指定生活介護事業所等」という。

  ）において指定短期入所の事業を行う場合 ア

又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間



所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又は

イに定める数 

帯に応じ、それぞれア又はイに定める数 

  ア 指定生活介護、第１４２条に規定する指定

自立訓練（機能訓練）、第１５２条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型、第１８６条

に規定する指定就労継続支援Ｂ型、第１９５

条に規定する指定共同生活援助、第２０１条

の２に規定する日中サービス支援型指定共同

生活援助、第２０１条の１２に規定する外部

サービス利用型指定共同生活援助又は児童福

祉法第２１条の５の３第１項に規定する指定

通所支援のサービス提供時間 当該指定生活

介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事

業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介

護事業所等の利用者の数とみなした場合にお

いて、当該指定生活介護事業所等における生

活支援員又はこれに準じる従業者として必要

とされる数以上 

  ア 指定生活介護、第１４２条に規定する指定

自立訓練（機能訓練）、第１５２条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型、第１８６条

に規定する指定就労継続支援Ｂ型、第１９５

条に規定する指定共同生活援助、外部サービ

ス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第

２１条の５の３第１項に規定する指定通所支

援のサービス提供時間 当該指定生活介護事

業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の

利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業

所等の利用者の数とみなした場合において、

当該指定生活介護事業所等における生活支援

員又はこれに準じる従業者として必要とされ

る数以上 

  イ ［略］   イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１０９条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利

用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入

所を提供してはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 

第１０９条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利

用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入

所を提供してはならない。ただし、災害、虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 

 ［略］    ［略］ 

 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利

用定員（指定共同生活援助事業所又は外部サー

ビス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、

共同生活援助を行う住居（以下「共同生活住居

」という。）及びユニット（居室及び居室に近

接して設けられる相互に交流を図ることができ

る設備により一体的に構成される場所をいう。

以下同じ。）の入居定員）及び居室の定員を超

えることとなる利用者の数 

 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利

用定員（第１９６条第１項に規定する指定共同

生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を

行う住居（以下「共同生活住居」という。）及

びユニット（居室及び居室に近接して設けられ

る相互に交流を図ることができる設備により一

体的に構成される場所をいう。以下同じ。）の

入居定員）及び居室の定員を超えることとなる

利用者の数 

 ［略］    ［略］ 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する

基準 

 （共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活

介護事業者等の基準） 

第１１０条の２ 短期入所に係る共生型障害福祉サ

ービス（以下「共生型短期入所」という。）の事

業を行う指定短期入所生活介護事業者（指定居宅



サービス条例第１３５条第１項に規定する指定短

期入所生活介護事業者をいう。）又は指定介護予

防短期入所生活介護事業者（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６

９号。以下「指定介護予防サービス条例」という。

 ）第１１７条第１項に規定する指定介護予防短期

入所生活介護事業者をいう。）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。 

 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サー

ビス条例第１３５条第１項に規定する指定短期

入所生活介護事業所をいう。）又は指定介護予

防短期入所生活介護事業所（指定介護予防サー

ビス条例第１１７条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業所をいう。）（以下

「指定短期入所生活介護事業所等」という。）

の居室の面積を、指定短期入所生活介護（指定

居宅サービス条例第１３４条に規定する指定短

期入所生活介護をいう。）又は指定介護予防短

期入所生活介護（指定介護予防サービス条例第

１１６条に規定する指定介護予防短期入所生活

介護をいう。）（以下「指定短期入所生活介護

等」という。）の利用者の数と共生型短期入所

の利用者の数の合計数で除して得た面積が１０

．６５平方メートル以上であること。 

 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員

数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提

供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を

指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生

型短期入所の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短期入所生活介護事業所

等として必要とされる数以上であること。 

 共生型短期入所の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定短期入所事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能

型居宅介護事業者等の基準） 

第１１０条の３ 共生型短期入所の事業を行う指定

小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関

して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室

（指定地域密着型サービス条例第８７条第２項

第２号ウ若しくは第１９６条第２項第２号ウ又

は指定地域密着型介護予防サービス条例第４９

条第２項第２号ウに規定する個室をいう。以下

この号において同じ。）以外の宿泊室を設ける

場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サ

ービス（指定地域密着型サービス条例第８３条



第５項若しくは第１９２条第６項又は指定地域

密着型介護予防サービス条例第４５条第５項に

規定する宿泊サービスをいう。次号において同

じ。）の利用定員から個室の定員数を減じて得

た数で除して得た面積が、おおむね７．４３平

方メートル以上であること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数

を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入

所の利用者の数の合計数であるとした場合にお

ける当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等

として必要とされる数以上であること。 

 共生型短期入所の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定短期入所事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。 

 （準用） 

第１１０条の４ 第１０条、第１２条から第１８条

まで、第２０条、第２１条、第２３条、第２４条、

第２９条、第３０条、第３７条から第４３条まで、

 第５２条、第６２条、第６８条、第７０条から第

７２条まで、第７５条、第７６条、第８９条、第

９２条から第９４条まで、第９９条及び前節（第

１０９条及び第１１０条を除く。）の規定は、共

生型短期入所の事業について準用する。 

    第６節 ［略］     第５節 ［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１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サー

ビス（以下この節において「基準該当短期入所」

という。）の事業を行う者（以下この節において

「基準該当短期入所事業者」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１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サー

ビス（以下この節において「基準該当短期入所」

という。）の事業を行う者（以下この節において

「基準該当短期入所事業者」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。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であっ

て、第９７条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、第１５０条の２の規

定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな

される通いサービス若しくは第１６０条の２の

規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ

なされる通いサービス又は指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは指定通所支

援条例第８１条において準用する指定通所支援

条例第６１条の２の規定により基準該当放課後

等デイサービスとみなされる通いサービスを利

 指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者であって、

第９７条の規定により基準該当生活介護とみな

される通いサービス、第１５０条の２の規定に

より基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされ

る通いサービス若しくは第１６０条の２の規定

により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなさ

れる通いサービス又は指定通所支援条例第６１

条の２の規定により基準該当児童発達支援とみ

なされる通いサービス若しくは指定通所支援条

例第８１条において準用する指定通所支援条例

第６１条の２の規定により基準該当放課後等デ



用するために当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対

して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊

サービス（指定地域密着型サービス条例第８３

条第５項又は第１９２条第６項に規定する宿泊

サービスをいう。以下この条において同じ。）

を提供するものであること。 

イサービスとみなされる通いサービスを利用す

るために当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して

指定小規模多機能型居宅介護又は指定看護小規

模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス（指定

地域密着型サービス条例第８３条第５項又は第

１９２条第６項に規定する宿泊サービスをいう。

  以下この条において同じ。）を提供するもので

あること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用す

る者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。次号において同じ。）を通いサービ

スの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等の通いサービスの利用者の数と第９

７条の規定により基準該当生活介護とみなされ

る通いサービス、第１５０条の２の規定により

基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通

いサービス若しくは第１６０条の２の規定によ

り基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる

通いサービス又は指定通所支援条例第６１条の

２の規定により基準該当児童発達支援とみなさ

れる通いサービス若しくは指定通所支援条例第

８１条において準用する指定通所支援条例第６

１条の２の規定により基準該当放課後等デイサ

ービスとみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限

をいう。）の３分の１から９人（サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって

は、６人）までの範囲内とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用す

る者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。次号において同じ。）を通いサービ

スの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等の通いサービスの利用者の数と第９

７条の規定により基準該当生活介護とみなされ

る通いサービス、第１５０条の２の規定により

基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通

いサービス若しくは第１６０条の２の規定によ

り基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる

通いサービス又は指定通所支援条例第６１条の

２の規定により基準該当児童発達支援とみなさ

れる通いサービス若しくは指定通所支援条例第

８１条において準用する指定通所支援条例第６

１条の２の規定により基準該当放課後等デイサ

ービスとみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限

をいう。）の３分の１から９人（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、

  ６人）までの範囲内とすること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

（従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１１４条 ［略］ 第１１４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第２項のサービス提供責任者のうち、１人以上

は、常勤でなければならない。 

４ 第２項のサービス提供責任者のうち、１人以上

は、専任かつ常勤でなければならない。 

 （指定重度障害者等包括支援の取扱方針）  （指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第１２０条 指定重度障害者等包括支援事業者は、

次条第１項に規定する重度障害者等包括支援計画

に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者の身体そ

の他の状況及びその置かれている環境に応じて、

その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障

害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮しなければならない。 

第１２０条 指定重度障害者等包括支援事業者は、

 次条第１項に規定するサービス利用計画に基づき、

 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、当該利用者の身体その他の状況

及びその置かれている環境に応じて、その者の支

援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括

支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよ

う配慮しなければならない。 



２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （重度障害者等包括支援計画の作成）  （サービス利用計画の作成） 

第１２１条 サービス提供責任者は、利用者又は障

害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を

踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの

内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作

成しなければならない。 

第１２１条 サービス提供責任者は、利用者又は障

害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を

踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの

内容等を記載した重度障害者等包括支援サービス

利用計画（以下この章において「サービス利用計

画」という。）を作成しなければならない。 

 ２ サービス提供責任者は、サービス利用計画の作

成に当たっては、サービス担当者会議（サービス

提供責任者がサービス利用計画の作成のためにサ

ービス利用計画の原案に位置付けた障害福祉サー

ビスの担当者（以下この条において「担当者」と

いう。）を招集して行う会議をいう。）の開催、

担当者に対する照会等により担当者から専門的な

見地からの意見を求めるものとする。 

２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援

計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族

にその内容を説明するとともに、当該重度障害者

等包括支援計画を交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、サービス利用計画を作

成した際は、利用者及びその同居の家族にその内

容を説明するとともに、当該サービス利用計画を

交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援

計画作成後においても、当該重度障害者等包括支

援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当

該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものと

する。 

４ サービス提供責任者は、サービス利用計画作成

後においても、当該サービス利用計画の実施状況

の把握を行い、必要に応じて当該サービス利用計

画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する重

 度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

５ 第１項から第３項までの規定は、前項に規定す

るサービス利用計画の変更について準用する。 

第１４２条 自立訓練（機能訓練）（施行規則第６

条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）を

いう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス

（以下「指定自立訓練（機能訓練）」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の６

第１号に規定する期間にわたり、身体機能又は生

活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他

の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。 

第１４２条 自立訓練（機能訓練）（施行規則第６

条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）を

いう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス

（以下「指定自立訓練（機能訓練）」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の７

第１号に規定する者に対して、施行規則第６条の

６第１号に規定する期間にわたり、身体機能又は

生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その

他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。 

 （準用）  （準用） 

第１４９条 第１０条から第２１条まで、第２３条、

第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

 第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

から第７２条まで、第７５条から第７７条まで及

び第８７条の２から第９４条までの規定は、指定

自立訓練（機能訓練）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

第１４９条 第１０条から第２１条まで、第２３条、

第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

 第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

から第７２条まで、第７５条から第７７条まで及

び第８８条から第９４条までの規定は、指定自立

訓練（機能訓練）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」と



」とあるのは「第１４９条において準用する第９

１条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４６条第１項」と、第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１４６条第

２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４９条において読み替えて準用する

次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

自立訓練（機能訓練）計画」と、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１４

９条において準用する前条」と、第７７条第２項

第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第１４

９条において読み替えて準用する第６０条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同項第２号中「第５５条第

１項」とあるのは「第１４９条において準用する

第２０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」

とあるのは「第１４９条において準用する第９０

条」と、同項第４号中「第７５条第２項」とある

のは「第１４９条において準用する第７５条第２

項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とある

のは「第１４９条」と、第９１条中「第９４条」

とあるのは「第１４９条において準用する第９４

条」と、第９４条中「前条」とあるのは「第１４

９条において準用する前条」と読み替えるものと

する。 

あるのは「第１４９条において準用する第９１条

」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあるの

は「第１４６条第１項」と、第２４条第２項中「

第２２条第２項」とあるのは「第１４６条第２項

」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１４９条において読み替えて準用する次条

第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立

訓練（機能訓練）計画」と、第６０条中「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画

」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」

と、第６１条中「前条」とあるのは「第１４９条

において準用する前条」と、第７７条第２項第１

号中「第６０条第１項」とあるのは「第１４９条

において読み替えて準用する第６０条第１項」と、

 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と、同項第２号中「第５５条第１項」

とあるのは「第１４９条において準用する第２０

条第１項」と、同項第３号中「第６７条」とある

のは「第１４９条において準用する第９０条」と、

 同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは「第

１４９条において準用する第７５条第２項」と、

同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第

１４９条」と、第９１条中「第９４条」とあるの

は「第１４９条において準用する第９４条」と、

第９４条中「前条」とあるのは「第１４９条にお

いて準用する前条」と読み替えるものとする。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する

        基準 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定

通所介護事業者等の基準） 

第１４９条の２ 自立訓練（機能訓練）に係る共生

型障害福祉サービス（以下「共生型自立訓練（機

能訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護

事業者等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共生

型自立訓練（機能訓練）の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の

数及び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の

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。 



 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対し

て適切なサービスを提供するため、指定自立訓

練（機能訓練）事業所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。 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定

小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第１４９条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事

業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が

当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録

定員を２９人（サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所等にあっては、１８人）以下

とすること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う

指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサー

ビスの利用定員を登録定員の２分の１から１５

人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機

能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応

じて次の表に定める利用定員、サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては

１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間

及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広

さを有すること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等が提供する通いサービスの利用者の数

を通いサービスの利用者の数並びに共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サ

ービス条例第８３条若しくは第１９２条又は指

定地域密着型介護予防サービス条例第４５条に

規定する基準を満たしていること。 

 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対し

て適切なサービスを提供するため、指定自立訓

練（機能訓練）事業所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。 

 （準用） 

第１４９条の４ 第１０条から第２１条まで、第２

３条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２

条まで、第５２条、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７５条



から第７７条まで、第８１条、第８７条の２から

第９４条まで、第１４２条及び前節（第１４９条

を除く。）の規定は、共生型自立訓練（機能訓練

）の事業について準用する。 

    第６節 ［略］     第５節 ［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１５０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等が地域において自

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小規模多機能型居宅介護等の

うち通いサービスを提供する場合には、当該通い

サービスを基準該当自立訓練（機能訓練）と、当

該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介

護事業所等を基準該当自立訓練（機能訓練）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。 

第１５０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又は指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者が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

に対して指定小規模多機能型居宅介護又は指定看

護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを

提供する場合には、当該通いサービスを基準該当

自立訓練（機能訓練）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等を基準該

当自立訓練（機能訓練）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。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者の数とこの条の規定により基準

該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサ

ービス、第９７条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス若しくは第１６０

条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支

援条例第６１条の２の規定により基準該当児童

発達支援とみなされる通いサービス若しくは指

定通所支援条例第８１条において準用する指定

通所支援条例第６１条の２の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビスを利用するために当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障

害児の数の合計数の上限をいう。以下この条に

おいて同じ。）を２９人（サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１

８人）以下とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者の数とこの条の規定により基準

該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサ

ービス、第９７条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス若しくは第１６０

条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支

援条例第６１条の２の規定により基準該当児童

発達支援とみなされる通いサービス若しくは指

定通所支援条例第８１条において準用する指定

通所支援条例第６１条の２の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビスを利用するために当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障

害児の数の合計数の上限をいう。以下この条に

おいて同じ。）を２９人（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、１８

人）以下とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数とこの条の規定により基準該当自立訓練（

機能訓練）とみなされる通いサービス、第９７

条の規定により基準該当生活介護とみなされる

通いサービス若しくは第１６０条の２の規定に

より基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされ

る通いサービス又は指定通所支援条例第６１条

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数とこの条の規定により基準該当自立訓練（

機能訓練）とみなされる通いサービス、第９７

条の規定により基準該当生活介護とみなされる

通いサービス若しくは第１６０条の２の規定に

より基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされ

る通いサービス又は指定通所支援条例第６１条



の２の規定により基準該当児童発達支援とみな

される通いサービス若しくは指定通所支援条例

第８１条において準用する指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。以下この号において同じ。）を登録

定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては登録定員に応じて次の表に定める利

用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所等にあっては１２人）までの範囲内

とすること。 

の２の規定により基準該当児童発達支援とみな

される通いサービス若しくは指定通所支援条例

第８１条において準用する指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。以下この号において同じ。）を登録

定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては登録定員に応じて次の表に定める利

用定員、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１２人）までの範囲内と

すること。 

 ［略］  ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

第１５２条 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６

条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）を

いう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス

（以下「指定自立訓練（生活訓練）」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の６

第２号に規定する期間にわたり生活能力の維持、

向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第１５２条 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６

条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）を

いう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス

（以下「指定自立訓練（生活訓練）」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の７

第２号に規定する者に対して、施行規則第６条の

６第２号に規定する期間にわたり生活能力の維持、

 向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。

（準用）  （準用） 

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

 第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

から第７２条まで、第７５条、第７６条、第８７

条の２から第９４条まで、第１４７条及び第１４

８条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）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」とあるのは「第１５９条に

おいて準用する第９１条」と、第２１条第２項中

「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１

５７条第１項から第４項まで」と、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条

第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１５９条において読み替えて準用す

る次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０条中「

療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練

）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「

３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１

５９条において準用する前条」と、第９１条中「

第９４条」とあるのは「第１５９条において準用

する第９４条」と、第９４条中「前条」とあるの

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

 第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

 第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

から第７２条まで、第７５条、第７６条、第８８

条から第９４条まで、第１４７条及び第１４８条

の規定は、指定自立訓練（生活訓練）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」とあるのは「第１５９条におい

て準用する第９１条」と、第２１条第２項中「次

条第１項から第３項まで」とあるのは「第１５７

条第１項から第４項まで」と、第２４条第２項中

「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条第２

項」と、第５９条第１項中「次条第１項」とある

のは「第１５９条において読み替えて準用する次

条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「自

立訓練（生活訓練）計画」と、第６０条中「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計

画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月

」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１５９

条において準用する前条」と、第９１条中「第９

４条」とあるのは「第１５９条において準用する

第９４条」と、第９４条中「前条」とあるのは「



は「第１５９条において準用する前条」と読み替

えるものとする。 

第１５９条において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する

        基準 

 （共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定

通所介護事業者等の基準） 

第１５９条の２ 自立訓練（生活訓練）に係る共生

型障害福祉サービス（以下「共生型自立訓練（生

活訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護

事業者等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共生

型自立訓練（生活訓練）の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の

数及び共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の

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。 

 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対し

て適切なサービスを提供するため、指定自立訓

練（生活訓練）事業所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。 

 （共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定

小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第１５９条の３ 共生型自立訓練（生活訓練）の事

業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が

当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録

定員を２９人（サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所等にあっては、１８人）以下

とすること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う

指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサー

ビスの利用定員を登録定員の２分の１から１５

人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機

能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応

じて次の表に定める利用定員、サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては

１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 



２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間

及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広

さを有すること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等が提供する通いサービスの利用者の数

を通いサービスの利用者の数並びに共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サ

ービス条例第８３条若しくは第１９２条又は指

定地域密着型介護予防サービス条例第４５条に

規定する基準を満たしていること。 

 共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対し

て適切なサービスを提供するため、指定自立訓

練（生活訓練）事業所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。 

 （準用） 

第１５９条の４ 第１０条から第１９条まで、第２

１条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２

条まで、第５２条、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７５条、

 第７６条、第８１条、第８７条の２から第９４条

まで、第１４７条、第１４８条、第１５２条及び

前節（第１５９条を除く。）の規定は、共生型自

立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

    第６節 ［略］     第５節 ［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１６０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等が地域において自

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小規模多機能型居宅介護等の

うち通いサービスを提供する場合には、当該通い

サービスを基準該当自立訓練（生活訓練）と、当

該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介

護事業所等を基準該当自立訓練（生活訓練）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。 

第１６０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又は指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者が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

に対して指定小規模多機能型居宅介護又は指定看

護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを

提供する場合には、当該通いサービスを基準該当

自立訓練（生活訓練）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等を基準該

当自立訓練（生活訓練）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。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事



業所等の登録者の数とこの条の規定により基準

該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサ

ービス、第９７条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス若しくは第１５０

条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支

援条例第６１条の２の規定により基準該当児童

発達支援とみなされる通いサービス若しくは指

定通所支援条例第８１条において準用する指定

通所支援条例第６１条の２の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビスを利用するために当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障

害児の数の合計数の上限をいう。以下この条に

おいて同じ。）を２９人（サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１

８人）以下とすること。 

業所等の登録者の数とこの条の規定により基準

該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサ

ービス、第９７条の規定により基準該当生活介

護とみなされる通いサービス若しくは第１５０

条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓

練）とみなされる通いサービス又は指定通所支

援条例第６１条の２の規定により基準該当児童

発達支援とみなされる通いサービス若しくは指

定通所支援条例第８１条において準用する指定

通所支援条例第６１条の２の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビスを利用するために当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障

害児の数の合計数の上限をいう。以下この条に

おいて同じ。）を２９人（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、１８

人）以下とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数とこの条の規定により基準該当自立訓練（

生活訓練）とみなされる通いサービス、第９７

条の規定により基準該当生活介護とみなされる

通いサービス若しくは第１５０条の２の規定に

より基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされ

る通いサービス又は指定通所支援条例第６１条

の２の規定により基準該当児童発達支援とみな

される通いサービス若しくは指定通所支援条例

第８１条において準用する指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。以下この号において同じ。）を登録

定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては登録定員に応じて次の表に定める利

用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所等にあっては１２人）までの範囲内

とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数とこの条の規定により基準該当自立訓練（

生活訓練）とみなされる通いサービス、第９７

条の規定により基準該当生活介護とみなされる

通いサービス若しくは第１５０条の２の規定に

より基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされ

る通いサービス又は指定通所支援条例第６１条

の２の規定により基準該当児童発達支援とみな

される通いサービス若しくは指定通所支援条例

第８１条において準用する指定通所支援条例第

６１条の２の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上

限をいう。以下この号において同じ。）を登録

定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人

を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては登録定員に応じて次の表に定める利

用定員、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１２人）までの範囲内と

すること。 

 ［略］  ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （通勤のための訓練の実施） 

第１６７条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用

者が自ら通常の事業所に通勤することができるよ

う、通勤のための訓練を実施しなければならない。

 （準用）  （準用） 

第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、



 第２１条、第２４条、第２９条、第３７条から第

４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８

条、第７０条から第７２条まで、第７５条から第

７７条まで、第８６条、第８７条、第８８条から

第９４条まで、第１４６条、第１４７条及び第１

５８条の規定は、指定就労移行支援の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第１７２条において

準用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１７２条において準用す

る第１４６条第１項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１７２条において

準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１７２条におい

て読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第

６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行

支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは

「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第

１７２条において準用する前条」と、第７７条第

２項第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第

１７２条において読み替えて準用する第６０条第

１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移

行支援計画」と、同項第２号中「第５５条第１項

」とあるのは「第１７２条において準用する第２

０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「第１７２条において準用する第９０条」

と、同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは

「第１７２条において準用する第７５条第２項」

と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは

「第１７２条」と、第９１条中「第９４条」とあ

るのは「第１７２条において準用する第９４条」

と、第９４条中「前条」とあるのは「第１７２条

において準用する前条」と、第１５８条第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２

第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。

 ）」とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉

サービス省令第１８４条に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」と、同条第２項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第２項

に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」

とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉サー

ビス省令第１８４条に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」と読み替えるものとする。 

 第２１条、第２４条、第２９条、第３７条から第

４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８

条、第７０条から第７２条まで、第７５条から第

７７条まで、第８６条から第９４条まで、第１４

６条、第１４７条及び第１５８条の規定は、指定

就労移行支援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」とある

のは「第１７２条において準用する第９１条」と、

 第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１７２条において準用する第１４６条第１項」と、

 第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第１７２条において準用する第１４６条第２項

」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１７２条において読み替えて準用する次条

第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労

移行支援計画」と、第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第８項

中「６月」とあるのは「３月」と、第６１条中「

前条」とあるのは「第１７２条において準用する

前条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第

１項」とあるのは「第１７２条において読み替え

て準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画

」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第２

号中「第５５条第１項」とあるのは「第１７２条

において準用する第２０条第１項」と、同項第３

号中「第６７条」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９０条」と、同項第４号中「第７５

条第２項」とあるのは「第１７２条において準用

する第７５条第２項」と、同項第５号及び第６号

中「次条」とあるのは「第１７２条」と、第９１

条中「第９４条」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９４条」と、第９４条中「前条」と

あるのは「第１７２条において準用する前条」と、

 第１５８条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス

省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大

臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定

障害者（指定障害福祉サービス省令第１８４条に

規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」と、

 同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第

１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（指定障害福祉サービス省令第１８４条に規定す

る厚生労働大臣が定める者を除く。）」と読み替

えるものとする。 

   第１４章 就労定着支援 

    第１節 基本方針 



第１９４条の２ 就労定着支援に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定就労定着支援」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、就労に向けた支援と

して施行規則第６条の１０の２に規定するものを

受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に

対して、施行規則第６条の１０の３に規定する期

間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を

図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障

害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者と

の連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行う

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１９４条の３ 指定就労定着支援の事業を行う者

（以下「指定就労定着支援事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定就労定着支援

事業所」という。）に置くべき就労定着支援員の

数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算

方法で、利用者の数を４０で除した数以上とする。

２ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援

事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利

用者の数（当該指定就労定着支援事業者が、生活

介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労

継続支援Ｂ型（以下「生活介護等」という。）に

係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護

等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の

事業所において一体的に運営している場合にあっ

ては、当該事業所において一体的に運営している

指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指

定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以

下この条において同じ。）に応じて、次に掲げる

員数を、サービス管理責任者として置くこととす

る。 

 利用者の数が６０以下 １以上 

 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が

６０を超えて４０又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

３ 前２項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

４ 第１項に規定する就労定着支援員及び第２項に

規定するサービス管理責任者は、専ら当該指定就

労定着支援事業所の職務に従事する者でなければ



ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合は、この限りでない。 

５ 第２項に規定するサービス管理責任者のうち、

１人以上は、常勤でなければならない。 

 （準用） 

第１９４条の４ 第５２条の規定は、指定就労定着

支援の事業について準用する。 

    第３節 設備に関する基準 

 （設備及び備品等） 

第１９４条の５ 指定就労定着支援事業者は、事業

を行うために必要な広さの区画を有するとともに、

 指定就労定着支援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。 

    第４節 運営に関する基準 

 （サービス管理責任者の責務） 

第１９４条の６ サービス管理責任者は、第１９４

条の１２において準用する第６０条に規定する業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定

障害福祉サービス事業者等に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、当該指定就労定着支

援事業所以外における指定障害福祉サービス等

の利用状況等を把握すること。 

 利用者の心身の状況、その置かれている環境

等に照らし、利用者が地域において自立した日

常生活又は社会生活を継続して営むことができ

るよう必要な支援を行うこと。 

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行う

こと。 

 （実施主体） 

第１９４条の７ 指定就労定着支援事業者は、過去

３年間において平均１人以上、通常の事業所に新

たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指

定障害福祉サービス事業者でなければならない。

 （職場への定着のための支援の実施） 

第１９４条の８ 指定就労定着支援事業者は、利用

者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新

たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指

定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連

絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家

族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又



は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、

 指導及び助言その他の必要な支援を提供しなけれ

ばならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前

項の支援を提供するに当たっては、１月に１回以

上、当該利用者との対面により行うとともに、１

月に１回以上、当該利用者を雇用した通常の事業

所の事業主を訪問することにより当該利用者の職

場での状況を把握するよう努めなければならない。

 （サービス利用中に離職する者への支援） 

第１９４条の９ 指定就労定着支援事業者は、指定

就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事

業所を離職する利用者であって、当該離職後も他

の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、

指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、

 他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者

との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければ

ならない。 

 （運営規程） 

第１９４条の１０ 指定就労定着支援事業者は、指

定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する運営規程を定め

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 

 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに

支給決定障害者から受領する費用の種類及びそ

の額 

 通常の事業の実施地域 

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた

場合には当該障害の種類 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 その他運営に関する重要事項 

 （記録の整備） 

第１９４条の１１ 指定就労定着支援事業者は、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 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指

定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から

５年間保存しなければならない。 

 次条において準用する第２０条第１項に規定

する提供した指定就労定着支援に係る必要な記

録事項 



 次条において読み替えて準用する第６０条第

１項に規定する就労定着支援計画 

 次条において準用する第３０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４０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４１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 

 （準用） 

第１９４条の１２ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第４２条まで、第５９条、

第６０条、第６２条及び第６８条の規定は、指定

就労定着支援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」とある

のは「第１９４条の１０」と、第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１９４条の１２に

おいて準用する次条第１項」と、第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条の

１２において準用する第２２条第２項」と、第５

９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９

４条の１２において準用する次条第１項」と、「

療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」

と、第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就

労定着支援計画」と読み替えるものとする。 

   第１５章 自立生活援助 

    第１節 基本方針 

第１９４条の１３ 自立生活援助に係る指定障害福

祉サービス（以下「指定自立生活援助」という。

）の事業は、利用者が地域において自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、定期

的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該

利用者からの相談対応等により、当該利用者の状

況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の

必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教

育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用

者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びそ

の置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に

行われ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１９４条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う

者（以下「指定自立生活援助事業者」という。）



が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援

助事業所」という。）に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 

 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ご

とに、１以上 

 サービス管理責任者 指定自立生活援助事業

所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分

に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 

  イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数

が３０を超えて３０又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

２ 前項第１号に規定する地域生活支援員の員数の

標準は、利用者の数が２５又はその端数を増すご

とに１とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

４ 第１項に規定する指定自立生活援助の従業者は、

 専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者の支援

に支障がない場合は、この限りではない。 

 （準用） 

第１９４条の１５ 第５２条の規定は、指定自立生

活援助の事業について準用する。 

    第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

第１９４条の１６ 第１９４条の５の規定は、指定

自立生活援助の事業について準用する。 

    第４節 運営に関する基準 

 （実施主体） 

第１９４条の１７ 指定自立生活援助事業者は、指

定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は

共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指定障

害者支援施設又は指定相談支援事業者（法第５１

条の２２第１項に規定する指定相談支援事業者を

いう。）でなければならない。 

 （定期的な訪問による支援） 

第１９４条の１８ 指定自立生活援助事業者は、お

おむね週に１回以上、利用者の居宅を訪問するこ

とにより、当該利用者の心身の状況、その置かれ



ている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行

い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定

障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡

調整その他の障害者が地域における自立した日常

生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わ

なければならない。 

 （随時の通報による支援等） 

第１９４条の１９ 指定自立生活援助事業者は、利

用者からの通報があった場合には、速やかに当該

利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わな

ければならない。 

２ 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を

踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用す

る指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その

他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置

を適切に講じなければならない。 

３ 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状

況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当

該利用者との常時の連絡体制を確保しなければな

らない。 

 （準用） 

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第４２条まで、第５９条、

第６０条、第６２条、第６８条、第１９４条の６、

第１９４条の１０及び第１９４条の１１の規定は、

 指定自立生活援助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」と

あるのは「第１９４条の２０において準用する第

１９４条の１０」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１９４条の２０において準

用する次条第１項」と、第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第

８項中「６月」とあるのは「３月」と読み替える

ものとする。 

   第１６章 ［略］    第１４章 ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以

下「指定共同生活援助事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以

下「指定共同生活援助事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 

 ［略］    ［略］ 

 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 

 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 



  ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令（平成２６

年厚生労働省令第５号。以下この章において

「区分省令」という。）第１条第４号に規定

する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 

  ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令（平成２６

年厚生労働省令第５号。以下この号において

「区分省令」という。）第１条第４号に規定

する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （介護及び家事等）  （介護及び家事等） 

第１９９条 ［略］ 第１９９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対し

て、当該利用者の負担により、当該指定共同生活

援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事

等（指定共同生活援助として提供される介護又は

家事等を除く。）を受けさせてはならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対し

て、利用者の負担により、当該指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を

受けさせてはならない。 

    第５節 日中サービス支援型指定共同生活

援助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２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかか

わらず、日中サービス支援型指定共同生活援助（

指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、

 常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を

確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護

その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「日中サービス支援型指定

共同生活援助事業者」という。）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２０１条の３ 日中サービス支援型指定共同生活

援助の事業は、常時の支援体制を確保することに

より、利用者が地域において、家庭的な環境及び

地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身

体及び精神の状況並びにその置かれている環境に

応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ

又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切

かつ効果的に行うものでなければならない。 



     第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第２０１条の４ 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者が当該事業を行う事業所（以下「日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。

 ）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯

における日中サービス支援型指定共同生活援助

の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス

支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換

算方法で、利用者の数を５で除した数以上 

 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯における日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 

  ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に

該当する利用者の数を９で除した数 

  イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 

  ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 

  エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 

 サービス管理責任者 日中サービス支援型指

定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げ

る利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイ

に掲げる数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 

  イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数

が３０を超えて３０又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 

２ 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生

活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜

間及び深夜の時間帯を通じて１以上の夜間支援従

事者（夜間及び深夜の時間帯に勤務（宿直勤務を

除く。）を行う世話人又は生活支援員をいう。）

を置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助の従業者は、専ら日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者の支援

に支障がない場合は、この限りでない。 



５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助の従業者のうち、１人以上は、

 常勤でなければならない。 

 （準用） 

第２０１条の５ 第１９７条の規定は、日中サービ

ス支援型指定共同生活援助の事業について準用す

る。 

     第３款 設備に関する基準 

 （設備） 

第２０１条の６ 日中サービス支援型指定共同生活

援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と

同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会

が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病

院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、

 １以上の共同生活住居を有するものとし、当該共

同生活住居の入居定員の合計は４人以上とする。

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者

の特性に応じて工夫されたものでなければならな

い。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０

人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ご

との独立性が確保されており、利用者の支援に支

障がない場合は、１つの建物に複数の共同生活住

居を設けることができるものとする。この場合に

おいて、１つの建物の入居定員の合計は２０人以

下とする。 

５ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあって

は、当該共同生活住居の入居定員を２人以上２０

人（市長が特に必要があると認めるときは３０人

）以下とすることができる。 

６ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居

を改築する場合であって、市長が特に必要がある

と認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該

共同生活住居の入居定員を２人以上３０人以下（

ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居

定員と同数を上限とする。）とすることができる。

７ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほ

か、日常生活を営む上で必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

８ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下と

する。 

９ ユニットには、居室及び居室に近接して設けら

れる相互に交流を図ることができる設備を設ける

こととし、その基準は、次のとおりとする。 

１の居室の定員は、１人とすること。ただし、



  利用者のサービス提供上必要と認められる場合

は、２人とすることができる。 

 １の居室の面積は、収納設備等を除き、７．

４３平方メートル以上とすること。 

     第４款 運営に関する基準 

 （実施主体） 

第２０１条の７ 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同

生活援助と同時に第９９条に規定する指定短期入

所（第１００条第１項に規定する併設事業所又は

同条第３項に規定する単独型事業所に係るものに

限る。）を行うものとする。 

 （介護及び家事等） 

第２０１条の８ 介護は、利用者の身体及び精神の

状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わ

なければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用

者と従業者が共同で行うように努めなければなら

ない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 常時１人以上の従業者を介護又は家事等に従事さ

せなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 その利用者に対して、当該利用者の負担により、

当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所

の従業者以外の者による介護又は家事等（日中サ

ービス支援型指定共同生活援助として提供される

介護又は家事等を除く。）を受けさせてはならな

い。 

 （社会生活上の便宜の供与等） 

第２０１条の９ 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又は

その置かれている環境等に応じて、利用者の意向

に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わな

ければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 利用者について、特定相談支援事業を行う者又は

他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡

調整に努めなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対

する手続等について、その者又はその家族が行う

ことが困難である場合は、その者の同意を得て代

わって行わなければならない。 



４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用

者とその家族との交流等の機会を確保するよう努

めなければならない。 

 （協議の場の設置等） 

第２０１条の１０ 日中サービス支援型指定共同生

活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生

活援助の提供に当たっては、法第８９条の３第１

項に規定する協議会その他市長がこれに準じるも

のとして特に認めるもの（以下「協議会等」とい

う。）に対して定期的に日中サービス支援型指定

共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議

会等による評価を受けるとともに、協議会等から

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 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を整備しなければならない。 

 （準用） 

第２０１条の１１ 第１０条、第１２条、第１３条、

第１５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、

第２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、

 第６０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７

５条から第７７条まで、第９０条、第９２条、第

９４条、第１５８条、第１９８条の２から第１９

８条の６まで及び第１９９条の３から第２００条

の４までの規定は、日中サービス支援型指定共同

生活援助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」とあるのは

「第２０１条の１１において準用する第１９９条

の３」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第２０１条の１１において準用する第１

９８条の４第１項」と、第２４条第２項中「第２

２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１にお

いて準用する第１９８条の４第２項」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス

支援型共同生活援助計画」と、第７７条第２項第

１号中「第６０条」とあるのは「第２０１条の１

１において読み替えて準用する第６０条」と、「

療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型

共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第５５条第１項」と、同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第９０条」と、同項第４号中「第７５条

第２項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第７５条第２項」と、同項第５号及び第

６号中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」



と、第９４条中「前条の協力医療機関」とあるの

は「第２０１条の１１において準用する第２００

条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協

力歯科医療機関」と、第１５８条第１項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは

「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービ

ス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。

 ）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定め

る者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（

入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生

活援助を受けている者に限る。）」と読み替える

ものとする。 

    第６節 ［略］     第５節 ［略］ 

 （この節の趣旨）  （この節の趣旨） 

第２０１条の１２ 第１節から第４節までの規定に

かかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援

助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生

活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者に

より行われる外部サービス利用型共同生活援助計

画（第２０１条の２２において読み替えて準用す

る第６０条に規定する外部サービス利用型共同生

活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談そ

の他の日常生活上の援助（第２０１条の１４第１

項において「基本サービス」という。）及び当該

指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者

が委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅

介護サービス事業者」という。）により、当該外

部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行わ

れる入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上

の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。

）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本

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。 

第２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかか

わらず、外部サービス利用型指定共同生活援助（

指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により

行われる外部サービス利用型共同生活援助計画（

第２０１条の１２において読み替えて準用する第

６０条に規定する外部サービス利用型共同生活援

助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談その他

の日常生活上の援助（第２０１条の４第１項にお

いて「基本サービス」という。）及び当該指定共

同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託

する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サ

ービス事業者」という。）により、当該外部サー

ビス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入

浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の援助

（以下「受託居宅介護サービス」という。）をい

う。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並

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。 

第２０１条の１３ ［略］ 第２０１条の３ ［略］ 

第２０１条の１４ ［略］ 第２０１条の４ ［略］ 

第２０１条の１５ ［略］ 第２０１条の５ ［略］ 

第２０１条の１６ ［略］ 第２０１条の６ ［略］ 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第２０１条の１７ 外部サービス利用型指定共同生

活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービ

第２０１条の７ 外部サービス利用型指定共同生活

援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス



ス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行っ

たときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

 第２０１条の１９に規定する運営規程の概要、従

業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生

活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業

務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及

び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サ

ービスの事業を行う事業所（以下「受託居宅介護

サービス事業所」という。）の名称その他の利用

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

外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開

始について当該利用申込者の同意を得なければな

らない。 

利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行った

ときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じ

た適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第２０１条の９に規定する運営規程の概要、従業

者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活

援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務

の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び

受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サー

ビスの事業を行う事業所（以下「受託居宅介護サ

ービス事業所」という。）の名称その他の利用申

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、当該外

部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始

について当該利用申込者の同意を得なければなら

ない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

第２０１条の１８ ［略］ 第２０１条の８ ［略］ 

第２０１条の１９ ［略］ 第２０１条の９ ［略］ 

第２０１条の２０ ［略］ 第２０１条の１０ ［略］ 

第２０１条の２１ ［略］ 第２０１条の１１ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第２０１条の２２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６

０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７５条

から第７７条まで、第９０条、第９２条、第９４

条、第１５８条、第１９８条の２から第１９８条

の６まで、第１９９条、第１９９条の２及び第２

００条の２から第２００条の４までの規定は、外

部サービス利用型指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第２０１条の２２

において準用する第１９８条の４第１項」と、第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「

第２０１条の２２において準用する第１９８条の

４第２項」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」

と、第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第２０１条の２２において準用する第６０

条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第５５条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の２

第２０１条の１２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６

０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７５条

から第７７条まで、第９０条、第９２条、第９４

条、第１５８条、第１９８条の２から第１９８条

の６まで、第１９９条、第１９９条の２及び第２

００条の２から第２００条の４までの規定は、外

部サービス利用型指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第２０１条の１２

において準用する第１９８条の４第１項」と、第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「

第２０１条の１２において準用する第１９８条の

４第２項」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」

と、第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第２０１条の１２において準用する第６０

条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の１

２において準用する第５５条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の１



２において準用する第９０条」と、同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第７５条第２項」と、同項第

５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０１

条の２２」と、第９４条中「前条の協力医療機関

」とあるのは「第２０１条の２２において準用す

る第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条

第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８条第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。

）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け

ている者に限る。）」と、第１９９条第３項中「

当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるの

は「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」

と読み替えるものとする。 

２において準用する第９０条」と、同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第２０１条の１

２において準用する第７５条第２項」と、同項第

５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０１

条の１２」と、第９４条中「前条の協力医療機関

」とあるのは「第２０１条の１２において準用す

る第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条

第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８条第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。

）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け

ている者に限る。）」と、第１９９条第３項中「

当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるの

は「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」

と読み替えるものとする。 

   第１７章 ［略］    第１５章 ［略］ 

 （従業者の員数等に関する特例）  （従業者の員数等に関する特例） 

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所、

指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、

指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支

援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指

定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。

）並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児

童発達支援事業所（指定通所支援条例第６３条に

規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。

次項において同じ。）及び指定放課後等デイサー

ビス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。

 ）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員数の合計が２０人未満である場合は、第８０

条第６項、第１４３条第６項及び第７項、第１５

３条第６項、第１６３条第４項及び第５項並びに

第１７４条第４項（第１８７条において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、当該多機能

型事業所に置くべき従業者（医師及びサービス管

理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を常勤

でなければならないものとすることができる。 

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所、

指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、

指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支

援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指

定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。

）並びに指定児童発達支援事業所（指定通所支援

条例第６条に規定する指定児童発達支援事業所を

いう。次項において同じ。）、指定医療型児童発

達支援事業所（指定通所支援条例第６３条に規定

する指定医療型児童発達支援事業所をいう。次項

において同じ。）及び指定放課後等デイサービス

事業所（指定通所支援条例第７３条に規定する指

定放課後等デイサービス事業所をいう。次項にお

いて同じ。）（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の

利用定員数の合計が２０人未満である場合は、第

８０条第６項、第１４３条第６項及び第７項、第

１５３条第６項、第１６３条第４項及び第５項並

びに第１７４条第４項（第１８７条において準用

する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該多

機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサービ



ス管理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を

 常勤でなければならないものとすることができる。

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則    附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

 （指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

 （指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令第１条第５号に規定する区分４、

 同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、平成３３年３月

３１日までの間、当該利用者については、適用し

ない。 

２ 第１９９条第３項の規定は、指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護

又は行動援護に係る支給決定を受けることができ

る者であって、障害支援区分に係る市町村審査会

による審査及び判定の基準等に関する省令第１条

第５号に規定する区分４、同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当す

るものが、共同生活住居内において、当該指定共

同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介

護又は重度訪問介護の利用を希望する場合につい

ては、平成３０年３月３１日までの間、当該利用

者については、適用しない。 

３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介

護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、平成３３年３月

３１日までの間、当該利用者については、適用し

ない。 

３ 第１９９条第３項の規定は、指定共同生活援助

事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町

村審査会による審査及び判定の基準等に関する省

令第１条第５号に規定する区分４、同条第６号に

規定する区分５又は同条第７号に規定する区分６

に該当するものが、共同生活住居内において、当

該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者によ

る居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下こ

の項において同じ。）の利用を希望し、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する場合について

は、平成３０年３月３１日までの間、当該利用者

については、適用しない。 

 ・  ［略］   ・  ［略］ 

４ 前２項の場合において、第１９６条第１項第２

号イからエまで及び第２０１条の４第１項第２号

イからエまでの規定の適用については、これらの

規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数

（附則第２項又は第３項の規定の適用を受ける者

にあっては、当該利用者の数に２分の１を乗じて

得た数）」とする。 

４ 前２項の場合において、第１９６条第１項第２

号イからエまでの規定の適用については、これら

の規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の

数（附則第２項又は第３項の規定の適用を受ける

者にあっては、当該利用者の数に２分の１を乗じ

て得た数）」とする。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 



（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

る条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 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

関する条例等の一部を改正する条例（平成２６年さいたま市条例第２３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 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービ

ス条例第１９５条に規定する指定共同生活援助の

事業を行う事業所（次項において「旧指定共同生

活援助事業所」という。）は、新指定障害福祉サ

ービス条例第２０１条の１２に規定する外部サー

ビス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所

（附則第５項において「外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所」という。）とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービ

ス条例第１９５条に規定する指定共同生活援助の

事業を行う事業所（次項において「旧指定共同生

活援助事業所」という。）は、新指定障害福祉サ

ービス条例第２０１条の２に規定する外部サービ

ス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所（

附則第５項において「外部サービス利用型指定共

同生活援助事業所」という。）とみなす。 

４ この条例の施行の日において現に存する旧指定

共同生活援助事業所について、新指定障害福祉サ

ービス条例第２０１条の１４の規定を適用する場

合においては、当分の間、同条第１項第１号中「

６」とあるのは、「１０」とする。 

４ この条例の施行の日において現に存する旧指定

共同生活援助事業所について、新指定障害福祉サ

ービス条例第２０１条の４の規定を適用する場合

においては、当分の間、同条第１項第１号中「６

」とあるのは、「１０」とする。 

５ 附則第３項の規定により、外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所とみなされたものについ

て、新指定障害福祉サービス条例第２０１条の２

０第４項の規定を適用する場合においては、この

条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項

中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービ

スの提供の」とする。 

５ 附則第３項の規定により、外部サービス利用型

指定共同生活援助事業所とみなされたものについ

て、新指定障害福祉サービス条例第２０１条の１

０第４項の規定を適用する場合においては、この

条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項

中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービ

スの提供の」とする。 

（さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部改正） 

第３条 さいたま市指定障害者支援施設の人員、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５９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 

  （従業者の員数に関する特例） 

第６条 削除 第６条 指定障害者支援施設が、福祉型障害児入所

施設（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第４２条第１号に規定する福祉型障害児入所施設

をいう。第１０条において同じ。）に係る指定障

害児入所施設等（同法第２４条の２第１項に規定

する指定障害児入所施設等をいう。第１０条にお

いて同じ。）の指定を受け、かつ、施設障害福祉

サービスと指定入所支援（同項に規定する指定入

所支援をいう。第１０条において同じ。）とを同

一の施設において一体的に提供している場合につ

いては、さいたま市指定障害児入所施設等の人員、

 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６５号。第１０条において「指

定障害児入所施設等条例」という。）第５条に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前条第１項第１号及び第６号の基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

  （設備に関する特例） 

第１０条 削除 第１０条 指定障害者支援施設が、福祉型障害児入

所施設に係る指定障害児入所施設等の指定を受け、

 かつ、施設障害福祉サービスと指定入所支援とを

同一の施設において一体的に提供している場合に

ついては、指定障害児入所施設等条例第６条に規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前条の基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

 （さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正

） 

第４条 さいたま市障害福祉サービス事業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 

 （定義)  （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。 

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］ 

 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能

訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（平成１８年

厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」とい

う。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（

機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立

訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号

に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下

同じ。）の事業、就労移行支援の事業、就労継

続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１号に規

定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）

の事業及び就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条

の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援をい

う。）の事業、医療型児童発達支援（同条第３

項に規定する医療型児童発達支援をいう。）の

事業、放課後等デイサービス（同条第４項に規

  定する放課後等デイサービスをいう。）の事業、

  居宅訪問型児童発達支援（同条第５項に規定す

る居宅訪問型児童発達支援をいう。）の事業及

び保育所等訪問支援（同条第６項に規定する保

育所等訪問支援をいう。）の事業のうち２以上

の事業を一体的に行うこと（同法に規定する事

業のみを行う場合を除く。）をいう。 

 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能

訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（平成１８年

厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」とい

う。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（

機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立

訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号

に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下

同じ。）の事業、就労移行支援の事業、就労継

続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１号に規

定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）

の事業及び就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条

の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援をい

う。）の事業、医療型児童発達支援（同条第３

項に規定する医療型児童発達支援をいう。）の

事業、放課後等デイサービス（同条第４項に規

定する放課後等デイサービスをいう。）の事業

及び保育所等訪問支援（同条第５項に規定する

保育所等訪問支援をいう。）の事業のうち２以

上の事業を一体的に行うこと（同法に規定する

事業のみを行う場合を除く。）をいう。 

 （職場への定着のための支援の実施） 

第４４条の２ 生活介護事業者は、障害者の職場へ

の定着を促進するため、当該生活介護事業者が提

供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇

用された障害者について、障害者就業・生活支援

センター等の関係機関と連携して、当該障害者が

就職した日から６月以上、職業生活における相談

等の支援の継続に努めなければならない。 



 （基本方針）  （基本方針） 

第５１条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、施行規則第６条の６第１号に規定する期

間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上

等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効

果的に行うものでなければならない。 

第５１条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、施行規則第６条の７第１号に規定する者

に対して、施行規則第６条の６第１号に規定する

期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向

上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ

効果的に行うものでなければならない。 

 （準用)  （準用) 

第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条及び第４４条の２から第４９条ま

での規定は、自立訓練（機能訓練）の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第２項第

１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５５条

において読み替えて準用する第１７条第１項」と、

 「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と、同項第２号中「第２８条第２項」

とあるのは「第５５条において準用する第２８条

第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」と

あるのは「第５５条において準用する第３０条第

２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあ

るのは「第５５条において準用する第３２条第２

項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とある

のは「第５５条において読み替えて準用する次条

第１項」と、第１７条中「療養介護計画」とある

のは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と、第１８条中

「前条」とあるのは「第５５条において準用する

前条」と読み替えるものとする。 

第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条及び第４５条から第４９条までの

規定は、自立訓練（機能訓練）の事業について準

用する。この場合において、第９条第２項第１号

中「第１７条第１項」とあるのは「第５５条にお

いて読み替えて準用する第１７条第１項」と、「

療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練

）計画」と、同項第２号中「第２８条第２項」と

あるのは「第５５条において準用する第２８条第

２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とあ

るのは「第５５条において準用する第３０条第２

項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とある

のは「第５５条において準用する第３２条第２項

」と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第５５条において読み替えて準用する次条第

１項」と、第１７条中「療養介護計画」とあるの

は「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８項

中「６月」とあるのは「３月」と、第１８条中「

前条」とあるのは「第５５条において準用する前

条」と読み替えるものとする。 

 （基本方針）  （基本方針） 

第５６条 自立訓練（生活訓練）の事業は、利用者

が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、施行規則第６条の６第２号に規定する

期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために

必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。 

第５６条 自立訓練（生活訓練）の事業は、利用者

が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、施行規則第６条の７第２号に規定する

者に対して、施行規則第６条の６第２号に規定す

る期間にわたり、生活能力の維持、向上等のため

に必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３６条まで、第４

 ０条、第４１条、第４４条の２から第４９条まで、

 第５３条及び第５４条の規定は、自立訓練（生活

訓練）の事業について準用する。この場合におい

第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３６条まで、第４

０条、第４１条、第４５条から第４９条まで、第

５３条及び第５４条の規定は、自立訓練（生活訓

練）の事業について準用する。この場合において、



て、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第６０条において読み替えて準用する

第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項第２号

中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条にお

いて準用する第２８条第２項」と、同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第６０条におい

て準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「

第３２条第２項」とあるのは「第６０条において

準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第６０条において読

み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「

療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練

）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「

３月」と、第１８条中「前条」とあるのは「第６

０条において準用する前条」と、第４０条第２項

中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外

の自立訓練（生活訓練）については６人以上、宿

泊型自立訓練については１０人以上」と読み替え

るものとする。 

 第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とある

のは「第６０条において読み替えて準用する第１

７条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

自立訓練（生活訓練）計画」と、同項第２号中「

第２８条第２項」とあるのは「第６０条において

準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「第

３０条第２項」とあるのは「第６０条において準

用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３

２条第２項」とあるのは「第６０条において準用

する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第６０条において読み替

えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養

介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計

画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月

」と、第１８条中「前条」とあるのは「第６０条

において準用する前条」と、第４０条第２項中「

６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自

立訓練（生活訓練）については６人以上、宿泊型

自立訓練については１０人以上」と読み替えるも

のとする。 

 （通勤のための訓練の実施） 

第６４条の２ 就労移行支援事業者は、利用者が自

ら通常の事業所に通勤することができるよう、通

勤のための訓練を実施しなければならない。 

（準用） （準用） 

第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条、第４３条、第４４条、第４５条

から第４９条まで及び第５３条の規定は、就労移

行支援の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第６９条において読み替えて準用する

第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第２

８条第２項」とあるのは「第６９条において準用

する第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０

条第２項」とあるのは「第６９条において準用す

る第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条

第２項」とあるのは「第６９条において準用する

第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第６９条において読み替えて

準用する次条第１項」と、第１７条中「療養介護

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第１８

条中「前条」とあるのは「第６９条において準用

する前条」と、第４０条第１項中「生活介護事業

所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就労

第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条、第４３条から第４９条まで及び

第５３条の規定は、就労移行支援の事業について

準用する。この場合において、第９条第２項第１

号中「第１７条第１項」とあるのは「第６９条に

おいて読み替えて準用する第１７条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画

」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるの

は「第６９条において準用する第２８条第２項」

と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは

「第６９条において準用する第３０条第２項」と、

 同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第

６９条において準用する第３２条第２項」と、第

１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６

９条において読み替えて準用する次条第１項」と、

 第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移

行支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と、第１８条中「前条」とあるのは「

第６９条において準用する前条」と、第４０条第

１項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行

支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）



移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものと

する。 

」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３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている第３条の規定による改正前のさいたま

市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第６条及び第１

０条に規定する指定障害者支援施設等については、第３条の規定による改正後のさ

いたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第５条及

び第９条の規定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの間は、なお従前の例に

よる。 



さいたま市条例第１９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

等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の

一部改正） 

第１条 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 

目次 目次 

 第１章・第２章 ［略］  第１章・第２章 ［略］ 

 第３章 児童発達支援  第３章 児童発達支援 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害児通所支援に関する基準（

第５５条の２―第５５条の５） 

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 

 第４章 ［略］  第４章 ［略］ 

 第５章 放課後等デイサービス  第５章 放課後等デイサービス 

  第１節～第４節 ［略］   第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害児通所支援に関する基準（

第７８条の２） 

  第６節 ［略］   第５節 ［略］ 

 第６章 居宅訪問型児童発達支援 

  第１節 基本方針（第８１条の２） 

  第２節 人員に関する基準（第８１条の３・第

８１条の４） 

  第３節 設備に関する基準（第８１条の５） 

  第４節 運営に関する基準（第８１条の６―第

８１条の９） 

 第７章 ［略］  第６章 ［略］ 

 第８章 ［略］  第７章 ［略］ 

附則 附則 



 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号。以下「法」という。）第２１条の５

の４第１項第２号及び第２１条の５の１７第１項

並びに第２１条の５の１９第１項及び第２項の規

定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営に関する基準を定め、並びに第２１条の

５の１５第３項第１号（法第２１条の５の１６第

４項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、指定障害児通所支援事業者の指定に関する

要件を定めるものとする。 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号。以下「法」という。）第２１条の５

の４第１項第２号並びに第２１条の５の１８第１

項及び第２項の規定に基づき、指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め、

並びに第２１条の５の１５第２項第１号（法第２

１条の５の１６第４項において準用する場合を含

む。）の規定に基づき、指定障害児通所支援事業

者の指定に関する要件を定めるものとする。 

（定義） （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。 

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。 

 通所給付決定保護者 法第６条の２の２第９

項に規定する通所給付決定保護者をいう。 

 通所給付決定保護者 法第６条の２の２第８

項に規定する通所給付決定保護者をいう。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 通所利用者負担額 法第２１条の５の３第２

項第２号（法第２１条の５の１３第２項の規定

により、同条第１項に規定する放課後等デイサ

ービス障害児通所給付費等の支給について適用

する場合を含む。）に掲げる額及び肢体不自由

児通所医療（法第２１条の５の２９第１項に規

定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。

  ）につき健康保険の療養に要する費用の額の算

定方法の例により算定した費用の額から当該肢

体不自由児通所医療につき支給された肢体不自

由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額

をいう。 

 通所利用者負担額 法第２１条の５の３第２

項第２号（法第２１条の５の１３第２項の規定

により、同条第１項に規定する放課後等デイサ

ービス障害児通所給付費等の支給について適用

する場合を含む。）に掲げる額及び肢体不自由

児通所医療（法第２１条の５の２８第１項に規

定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。

  ）につき健康保険の療養に要する費用の額の算

定方法の例により算定した費用の額から当該肢

体不自由児通所医療につき支給された肢体不自

由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額

をいう。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項

（法第２１条の５の１３第２項の規定により、

同条第１項に規定する放課後等デイサービス障

害児通所給付費等の支給について適用する場合

を含む。）の規定により通所給付決定保護者に

代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が

支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第

２１条の５の２９第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由

児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害

児通所支援事業者等が受けることをいう。 

 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項

（法第２１条の５の１３第２項の規定により、

同条第１項に規定する放課後等デイサービス障

害児通所給付費等の支給について適用する場合

を含む。）の規定により通所給付決定保護者に

代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が

支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第

２１条の５の２８第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由

児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害

児通所支援事業者等が受けることをいう。 

 共生型通所支援 法第２１条の５の１７第１

項の申請に係る法第２１条の５の３第１項の指

定を受けた者による指定通所支援をいう。 

 ［略］  ［略］ 

 多機能型事業所 第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、第６２条に規定する指定医療

型児童発達支援の事業、第７２条に規定する指

 多機能型事業所 第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、第６２条に規定する指定医療

型児童発達支援の事業、第７２条に規定する指



定放課後等デイサービスの事業、第８１条の２

に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業

及び第８２条に規定する指定保育所等訪問支援

の事業並びに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。

以下「指定障害福祉サービス条例」という。）

第７９条に規定する指定生活介護の事業、指定

障害福祉サービス条例第１４２条に規定する指

定自立訓練（機能訓練）の事業、指定障害福祉

サービス条例第１５２条に規定する指定自立訓

練（生活訓練）の事業、指定障害福祉サービス

条例第１６２条に規定する指定就労移行支援の

事業、指定障害福祉サービス条例第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び指定

障害福祉サービス条例第１８６条に規定する指

定就労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の事業

を一体的に行う事業所（指定障害福祉サービス

条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。

）のことをいう。 

定放課後等デイサービスの事業及び第８２条に

規定する指定保育所等訪問支援の事業並びにさ

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。以下「指定障害福

祉サービス条例」という。）第７９条に規定す

る指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス

条例第１４２条に規定する指定自立訓練（機能

訓練）の事業、指定障害福祉サービス条例第１

５２条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の

事業、指定障害福祉サービス条例第１６２条に

規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福

祉サービス条例第１７３条に規定する指定就労

継続支援Ａ型の事業及び指定障害福祉サービス

条例第１８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ

型の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事

業所（指定障害福祉サービス条例に規定する事

業のみを行う事業所を除く。）のことをいう。

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則） （指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害

福祉サービス」という。）を行う者、児童福祉施

設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なければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（第２１条、

第５０条及び第７３条において「障害福祉サービ

ス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

第４条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第

２１条の５の１６第４項において準用する場合を

含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、医療型児童発達支援（病院又は診療所により

行われるものに限る。）に係る指定の申請にあっ

ては、この限りでない。 

第４条 法第２１条の５の１５第２項第１号（法第

２１条の５の１６第４項において準用する場合を

含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、医療型児童発達支援（病院又は診療所により

行われるものに限る。）に係る指定の申請にあっ

ては、この限りでない。 

（従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「

指定児童発達支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」

という。）（児童発達支援センターであるものを

除く。以下この条において同じ。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「

指定児童発達支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」

という。）（児童発達支援センターであるものを

除く。以下この条において同じ。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 



 児童指導員（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）第２７条第６項に規定す

る児童指導員をいう。以下同じ。）、保育士又

は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規

定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業

した者、同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者、通常の課程による１

２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外

の課程によりこれに相当する学校教育を修了し

た者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと

  同等以上の資格を有すると認定した者であって、

  ２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事し

たもの（以下「障害福祉サービス経験者」とい

う。） 指定児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達

支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障

害福祉サービス経験者の合計数が、ア又はイに

掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める数以上 

 指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位

ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該

指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保

育士の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数

の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以

上 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 児童発達支援管理責任者（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第６

６条第１項に規定する児童発達支援管理責任者

をいう。以下同じ。） １以上 

 児童発達支援管理責任者（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）第６６条第

１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。

  以下同じ。） １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において日常生活を営むのに必要な機

能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を置かなければならない。こ

の場合において、当該機能訓練担当職員が指定児

童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を

通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導

員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数

に含めることができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において日常生活を営むのに必要な機

能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を置かなければならない。こ

の場合において、当該機能訓練担当職員が指定児

童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を

通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又

は保育士の合計数に含めることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害

児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達

支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害

児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達

支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。 

 ［略］    ［略］ 

 看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。以下同じ。） １以上 

 看護師 １以上 

 児童指導員又は保育士 １以上   児童指導員（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第２７条第６項に

規定する児童指導員をいう。以下同じ。）又は

保育士 １以上 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 第１項第１号の児童指導員、保育士又は障害福

祉サービス経験者のうち、１人以上は、常勤でな

ければならない。 

５ 第１項第１号の指導員又は保育士のうち、１人

以上は、常勤でなければならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、

第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲

げる従業者を置かなければならない。この場合に

おいて、当該各号に掲げる従業者については、そ

の数を児童指導員及び保育士の総数に含めること

ができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、

第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲

げる従業者を置かなければならない。この場合に

おいて、当該各号に掲げる従業者については、そ

の数を児童指導員及び保育士の総数に含めること

ができる。 

 看護職員 １以上  看護師 １以上 

 ［略］    ［略］ 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

（指定児童発達支援の取扱方針） （指定児童発達支援の取扱方針） 

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、

 その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改

善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、

 自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援

事業者を利用する障害児の保護者による評価を受

けて、その改善を図らなければならない。 

 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害

児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害

の特性その他の事情を踏まえた支援を提供する

ための体制の整備の状況 

 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための

取組の状況 

 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及

び備品等の状況 

 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の

状況 

 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害

児及びその保護者に対する必要な情報の提供、

助言その他の援助の実施状況 



 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を

図るための措置の実施状況 

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１

回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネ

ットの利用その他の方法により公表しなければな

らない。 

 （情報の提供等）  （情報の提供等） 

第４９条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援を利用しようとする障害児が、これを適切

かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達

支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の

提供を行わなければならない。 

第４９条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援を利用しようとする障害児が、これを適切

かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達

支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の

提供を行うよう努めなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （利益供与等の禁止）  （利益供与等の禁止） 

第５０条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１８項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者（次項において「障害児相談支援

事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う

者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族

に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

第５０条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１６項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者（次項において「障害児相談支援

事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う

者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族

に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （苦情解決）  （苦情解決） 

第５１条 ［略］ 第５１条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定

児童発達支援に関し、法第２１条の５の２２第１

項の規定により市町村長（特別区の区長を含む。

以下この条において同じ。）が行う報告若しくは

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支

援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の

検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者

その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市

町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

 助言に従って必要な改善を行わなければならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定

児童発達支援に関し、法第２１条の５の２１第１

項の規定により市町村長（特別区の区長を含む。

以下この条において同じ。）が行う報告若しくは

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支

援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の

検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者

その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市

町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

 （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。 

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。 

    第５節 共生型障害児通所支援に関する基

準 

 （共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護

事業者の基準） 

第５５条の２ 児童発達支援に係る共生型通所支援

（以下「共生型児童発達支援」という。）の事業

を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービ

ス条例第８０条第１項に規定する指定生活介護事

業者をいう。第６０条において同じ。）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。

 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス

条例第８０条第１項に規定する指定生活介護事

業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介

護（指定障害福祉サービス条例第７９条に規定

する指定生活介護をいう。以下同じ。）の利用

者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型

児童発達支援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生活介護事業所

として必要とされる数以上であること。 

 共生型児童発達支援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。 

 （共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護

事業者等の基準） 

第５５条の３ 共生型児童発達支援の事業を行う指

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「

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。）（第６１条

において「指定通所介護事業者等」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。）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。第６１条

第１号において同じ。）の面積を、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。）の利用

者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の

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。 

 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

数及び共生型児童発達支援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。 

 共生型児童発達支援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。 

 （共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多

機能型居宅介護事業者等の基準） 

第５５条の４ 共生型児童発達支援の事業を行う指

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。）、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。）（

第６１条の２において「指定小規模多機能型居宅



介護事業者等」という。）又は指定介護予防小規

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４５条第１項に規定

する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

をいう。）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。

）、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。）又は指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サ

ービス条例第４５条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第

６１条の２において同じ。）（以下「指定小規

模多機能型居宅介護事業所等」という。）の登

録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所等の登録者（指定地域密着型サービス条例第

８３条第１項若しくは第１９２条第１項又は指

定地域密着型介護予防サービス条例第４５条第

１項に規定する登録者をいう。）の数と共生型

生活介護（指定障害福祉サービス条例第９５条

の２に規定する共生型生活介護をいう。）、共

生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サー

ビス条例第１４９条の２に規定する共生型自立

訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自

立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス条

例第１５９条の２に規定する共生型自立訓練（

生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援

若しくは共生型放課後等デイサービス（第７８

条の２に規定する共生型放課後等デイサービス

をいう。）（以下「共生型通いサービス」とい

う。）を利用するために当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び

障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条

において同じ。）を２９人（サテライト型指定

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７項に規定するサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。第６１条の２において同じ。）、サテラ

イト型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８

項に規定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。第６１条の２にお

いて同じ。）又はサテライト型指定介護予防小



規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

介護予防サービス条例第４５条第７項に規定す

るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。）（以下「サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。

  ）にあっては、１８人）以下とすること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供

する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。）、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。）（第６１条の２におい

て「指定小規模多機能型居宅介護等」という。

）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（

指定地域密着型介護予防サービス条例第４４条

に規定する指定介護予防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項若しくは第１

９２条第１項又は指定地域密着型介護予防サー

ビス条例第４５条第１項に規定する通いサービ

スをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数と共生型通いサービスを受ける

障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの

上限をいう。）を登録定員の２分の１から１５

人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機

能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応

じて、次の表に定める利用定員、サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって

は１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間

及び食堂（指定地域密着型サービス条例第８７

条第２項第１号若しくは第１９６条第２項第１

号又は指定地域密着型介護予防サービス条例第

４９条第２項第１号に規定する居間及び食堂を

いう。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広

さを有すること。 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等が提供する通いサービスの利用者数を

通いサービスの利用者数並びに共生型通いサー

ビスを受ける障害者及び障害児の数の合計数で

あるとした場合における指定地域密着型サービ

ス条例第８３条若しくは第１９２条又は指定地

域密着型介護予防サービス条例第４５条に規定



する基準を満たしていること。 

 共生型児童発達支援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。 

 （準用） 

第５５条の５ 第５条、第８条、第９条及び前節（

第１２条を除く。）の規定は、共生型児童発達支

援の事業について準用する。 

    第６節 ［略］     第５節 ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第５６条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（

以下「基準該当児童発達支援」という。）の事業

を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準

該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第５６条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（

以下「基準該当児童発達支援」という。）の事業

を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準

該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経

験者 基準該当児童発達支援の単位ごとにその

提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児

童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士

又は障害福祉サービス経験者の合計数が、ア又

はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定める数以上 

 指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の

単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら

当該基準該当児童発達支援の提供に当たる指導

員又は保育士の合計数が、ア又はイに掲げる障

害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第５９条 第５条、第８条及び第４節（第１２条、

第２４条第１項及び第４項、第２５条、第２６条

第１項、第３２条、第３４条、第４７条並びに第

５２条第２項を除く。）の規定は、基準該当児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第５９条において準用する第３８条」と、第１

６条中「第５０条第１項」とあるのは「第５９条

において準用する第５０条第１項」と、第１７条

中「第３８条第６号及び第５２条第２項」とある

のは「第５９条において準用する第３８条第６号

」と、第２３条第２項中「次条第１項から第３項

まで」とあるのは「第５９条において準用する次

条第２項及び第３項」と、第２４条第３項中「前

第５９条 第５条、第８条及び前節（第１２条、第

２４条第１項及び第４項、第２５条、第２６条第

１項、第３２条、第３４条、第４７条並びに第５

２条第２項を除く。）の規定は、基準該当児童発

達支援の事業について準用する。この場合におい

て、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「

第５９条において準用する第３８条」と、第１６

条中「第５０条第１項」とあるのは「第５９条に

おいて準用する第５０条第１項」と、第１７条中

「第３８条第６号及び第５２条第２項」とあるの

は「第５９条において準用する第３８条第６号」

と、第２３条第２項中「次条第１項から第３項ま

で」とあるのは「第５９条において準用する次条

第２項及び第３項」と、第２４条第３項中「前２



２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第

１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第

３項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」

とあるのは「第５９条において準用する第２４条

第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第５９条において準用する次条第１項

」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号

」とあるのは「第５９条において準用する第５５

条第２項第２号」と、第２９条中「前条」とある

のは「第５９条において準用する前条」と、同条

第１号中「次条」とあるのは「第５９条において

準用する次条」と、第３８条中「第４４条」とあ

るのは「第５９条において準用する第４４条」と、

 第４４条中「前条」とあるのは「第５９条におい

て準用する前条」と、第５５条第２項第１号中「

第２２条第１項」とあるのは「第５９条において

準用する第２２条第１項」と、同項第３号中「第

３６条」とあるのは「第５９条において準用する

第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」

とあるのは「第５９条において準用する第４５条

第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と

あるのは「第５９条において準用する第５１条第

２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ

るのは「第５９条において準用する第５３条第２

項」と読み替えるものとする。 

項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第１

項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３

項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」と

あるのは「第５９条において準用する第２４条第

２項」と、第２７条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第５９条において準用する次条第１項」

と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号」

とあるのは「第５９条において準用する第５５条

第２項第２号」と、第２９条中「前条」とあるの

は「第５９条において準用する前条」と、同条第

１号中「次条」とあるのは「第５９条において準

用する次条」と、第３８条中「第４４条」とある

のは「第５９条において準用する第４４条」と、

第４４条中「前条」とあるのは「第５９条におい

て準用する前条」と、第５５条第２項第１号中「

第２２条第１項」とあるのは「第５９条において

準用する第２２条第１項」と、同項第３号中「第

３６条」とあるのは「第５９条において準用する

第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」

とあるのは「第５９条において準用する第４５条

第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と

あるのは「第５９条において準用する第５１条第

２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ

るのは「第５９条において準用する第５３条第２

項」と読み替えるものとする。 

 （指定生活介護事業所に関する特例）  （指定生活介護事業所に関する特例） 

第６０条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護

事業者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生活介護を提供する場

合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支

援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業

所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（前条（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、当該指定生活介

護事業所については適用しない。 

第６０条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護

事業者（指定障害福祉サービス条例第８０条第１

項に規定する指定生活介護事業者をいう。）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

児に対して指定生活介護（指定障害福祉サービス

条例第７９条に規定する指定生活介護をいう。以

下同じ。）を提供する場合には、当該指定生活介

護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護

を行う指定生活介護事業所（指定障害福祉サービ

ス条例第８０条第１項に規定する指定生活介護事

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（

前条（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、当該指定生活介護事業所については適用

しない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （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等に関する特例） 

第６１条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護

事業者等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

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



が困難な障害児に対して指定通所介護等を提供す

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

介護事業所等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。

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

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。 

 当該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

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。 

  ・  ［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等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等のうち通いサービス（

指定地域密着型介護予防サービス条例第４５条第

１項に規定する通いサービスを除く。以下この条

において同じ。）を提供する場合には、当該通い

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

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



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

等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

を除く。以下この条において同じ。）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。 

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。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者（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

る登録者をいう。）の数と指定障害福祉サービ

ス条例第９７条の規定により基準該当生活介護

とみなされる通いサービス、指定障害福祉サー

ビス条例第１５０条の２の規定により基準該当

自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービ

ス若しくは指定障害福祉サービス条例第１６０

条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又はこの条の規

定により基準該当児童発達支援とみなされる通

いサービス若しくは第８１条において準用する

この条の規定により基準該当放課後等デイサー

ビスとみなされる通いサービスを利用するため

に当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の

上限をいう。次号において同じ。）を２９人（

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、１８人）以下とする

こと。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者（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

る登録者をいう。）の数と指定障害福祉サービ

ス条例第９７条の規定により基準該当生活介護

とみなされる通いサービス、指定障害福祉サー

ビス条例第１５０条の２の規定により基準該当

自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービ

ス若しくは指定障害福祉サービス条例第１６０

条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又はこの条の規

定により基準該当児童発達支援とみなされる通

いサービス若しくは第８１条において準用する

この条の規定により基準該当放課後等デイサー

ビスとみなされる通いサービスを利用するため

に当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の

上限をいう。次号において同じ。）を２９人（

サテライト型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７

項に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。以下同じ。）にあって

は、１８人）以下とすること。 

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機



能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数と指定障害福祉サービス条例第９７条の規

定により基準該当生活介護とみなされる通いサ

ービス、指定障害福祉サービス条例第１５０条

の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練

）とみなされる通いサービス若しくは指定障害

福祉サービス条例第１６０条の２の規定により

基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通

いサービス又は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通いサービス若しくは

第８１条において準用するこの条の規定により

基準該当放課後等デイサービスとみなされる通

いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合

計数の１日当たりの上限をいう。以下同じ。）

を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては登録定員に応じて、次の表に

定める利用定員、サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２

人）までの範囲内とすること。 

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数と指定障害福祉サービス条例第９７条の規

定により基準該当生活介護とみなされる通いサ

ービス、指定障害福祉サービス条例第１５０条

の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練

）とみなされる通いサービス若しくは指定障害

福祉サービス条例第１６０条の２の規定により

基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通

いサービス又は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通いサービス若しくは

第８１条において準用するこの条の規定により

基準該当放課後等デイサービスとみなされる通

いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合

計数の１日当たりの上限をいう。以下同じ。）

を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては登録定員に応じて、次の表に

定める利用定員、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１２人）までの

範囲内とすること。 

 ［略］  ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６３条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。

 ）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児

童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者

及びその員数は、次のとおりとする。 

第６３条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。

 ）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児

童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者

及びその員数は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 看護職員 １以上  看護師 １以上 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （情報の提供等） 

第７０条の２ 指定医療型児童発達支援事業者は、

指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害

児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、

当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事

業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医

療型児童発達支援事業者について広告をする場合

において、その内容を虚偽のもの又は誇大なもの

としてはならない。 

（準用）  （準用） 

第７１条 第１３条から第２３条まで、第２５条、 第７１条 第１３条から第２３条まで、第２５条、



第２７条（第４項及び第５項を除く。）から第３

５条まで、第３７条、第３９条から第４２条まで、

 第４４条から第４８条まで、第５０条から第５３

条まで及び第５５条の規定は、指定医療型児童発

達支援の事業について準用する。この場合におい

て、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「

第７０条」と、第１６条中「第５０条第１項」と

あるのは「第７１条において準用する第５０条第

１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び」と

あるのは「第７１条において準用する」と、第２

３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第６７

条第１項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７１

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する医療型児童発達支援計画」と、第２８条第１

項中「第５５条第２項第２号において「児童発達

支援計画」という」とあるのは「第７１条におい

て準用する第５５条第２項第２号において「医療

型児童発達支援計画」という」と、同条第２項、

第４項から第８項まで及び第１０項中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画

」と、第２９条中「前条」とあるのは「第７１条

において準用する前条」と、同条第１号中「次条

」とあるのは「第７１条において準用する次条」

と、第３５条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第４４条中「従業者の勤務の体

制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の

勤務の体制」と、第５５条第２項第１号中「第２

２条第１項」とあるのは「第７１条において準用

する第２２条第１項」と、同項第２号中「児童発

達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計

画」と、同項第３号中「第３６条」とあるのは「

第６９条」と、同項第４号中「第４５条第２項」

とあるのは「第７１条において準用する第４５条

第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と

あるのは「第７１条において準用する第５１条第

２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ

るのは「第７１条において準用する第５３条第２

項」と読み替えるものとする。 

第２７条から第３５条まで、第３７条、第３９条

から第４２条まで、第４４条から第４８条まで、

第４９条第１項、第５０条から第５３条まで及び

第５５条の規定は、指定医療型児童発達支援の事

業について準用する。この場合において、第１３

条第１項中「第３８条」とあるのは「第７０条」

と、第１６条中「第５０条第１項」とあるのは「

第７１条において準用する第５０条第１項」と、

第１７条中「第３８条第６号及び」とあるのは「

第７１条において準用する」と、第２３条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第６７条第１項」

と、第２７条第１項中「次条第１項に規定する児

童発達支援計画」とあるのは「第７１条において

読み替えて準用する次条第１項に規定する医療型

児童発達支援計画」と、第２８条第１項中「第５

５条第２項第２号において「児童発達支援計画」

という」とあるのは「第７１条において準用する

第５５条第２項第２号において「医療型児童発達

支援計画」という」と、同条第２項、第４項から

第８項まで及び第１０項中「児童発達支援計画」

とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第２

９条中「前条」とあるのは「第７１条において準

用する前条」と、同条第１号中「次条」とあるの

は「第７１条において準用する次条」と、第３５

条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関

」と、第４４条中「従業者の勤務の体制、前条の

協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制

」と、第５５条第２項第１号中「第２２条第１項

」とあるのは「第７１条において準用する第２２

条第１項」と、同項第２号中「児童発達支援計画

」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同

項第３号中「第３６条」とあるのは「第６９条」

と、同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは

「第７１条において準用する第４５条第２項」と、

 同項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第

７１条において準用する第５１条第２項」と、同

項第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第７

１条において準用する第５３条第２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７３条 指定放課後等デイサービスの事業を行う

者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第７３条 指定放課後等デイサービスの事業を行う

者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経

験者 指定放課後等デイサービスの単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放

課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、

 児童指導員、保育士又は学校教育法の規定に

よる高等学校若しくは中等教育学校を卒業した

者、同法第９０条第２項の規定により大学への

入学を認められた者、通常の課程による１２年



保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、

  ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、そ

れぞれア又はイに定める数以上 

の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課

程によりこれに相当する学校教育を修了した者

を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等

以上の資格を有すると認定した者であって、２

年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した

もの（以下「障害福祉サービス経験者」という。

  ） 指定放課後等デイサービスの単位ごとにそ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課

後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、

保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、

  ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、そ

れぞれア又はイに定める数以上 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業

所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。ただし、指定放課後等デイサービスの単

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業

所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

 ［略］    ［略］ 

 看護職員 １以上  看護師 １以上 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

  （情報の提供等） 

 第７７条の２ 指定放課後等デイサービス事業者は、

 指定放課後等デイサービスを利用しようとする障

害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、

 当該指定放課後等デイサービス事業者が実施する

事業の内容に関する情報の提供を行わなければな

らない。 

 ２ 指定放課後等デイサービス事業者は、当該指定

放課後等デイサービス事業者について広告をする

場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大な

ものとしてはならない。 

 ３ 指定放課後等デイサービス事業者は、次条にお

いて準用する第２７条第３項の規定により、その

提供する指定放課後等デイサービスの質の評価及

び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項につ

いて、自ら評価を行うとともに、当該指定放課後

等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者

による評価を受けて、その改善を図らなければな

らない。 

 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用

する障害児及びその保護者の意向、障害児の適



性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を

提供するための体制の整備の状況 

 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための

取組の状況 

 指定放課後等デイサービスの事業の用に供す

る設備及び備品等の状況 

 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の

状況 

 当該指定放課後等デイサービス事業者を利用

する障害児及びその保護者に対する必要な情報

の提供、助言その他の援助の実施状況 

 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

 指定放課後等デイサービスの提供に係る業務

の改善を図るための措置の実施状況 

 ４ 指定放課後等デイサービス事業者は、おおむね

１年に１回以上、前項の評価及び改善の内容をイ

ンターネットの利用その他の方法により公表しな

ければならない。 

 （準用）  （準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条から第５１条まで、第５２条第

１項及び第５３条から第５５条までの規定は、指

定放課後等デイサービスの事業について準用する。

 この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第７８条において準用する第３８

条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあるの

は「第７８条において準用する第５０条第１項」

と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２条第

２項」とあるのは「第７８条において準用する第

３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２６条

第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第７７

条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７８

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する放課後等デイサービス計画」と、第２８条第

１項中「第５５条第２項第２号において「児童発

達支援計画」という」とあるのは「第７８条にお

いて準用する第５５条第２項第２号において「放

課後等デイサービス計画」という」と、同条第２

項、第４項から第８項まで及び第１０項中「児童

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービ

ス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「第

７８条において準用する前条」と、同条第１号中

「次条」とあるのは「第７８条において準用する

次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「第７

８条において準用する前条」と、第５５条第２項

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条、第５０条、第５１条、第５２

条第１項及び第５３条から第５５条までの規定は、

 指定放課後等デイサービスの事業について準用す

る。この場合において、第１３条第１項中「第３

８条」とあるのは「第７８条において準用する第

３８条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあ

るのは「第７８条において準用する第５０条第１

項」と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２

条第２項」とあるのは「第７８条において準用す

る第３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２

６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第

７７条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１

項に規定する児童発達支援計画」とあるのは「第

７８条において読み替えて準用する次条第１項に

規定する放課後等デイサービス計画」と、第２８

条第１項中「第５５条第２項第２号において「児

童発達支援計画」という」とあるのは「第７８条

において準用する第５５条第２項第２号において

「放課後等デイサービス計画」という」と、同条

第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中「

児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサ

ービス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは

「第７８条において準用する前条」と、同条第１

号中「次条」とあるのは「第７８条において準用

する次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「

第７８条において準用する前条」と、第５５条第



第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第７８

条において準用する第２２条第１項」と、同項第

２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後

等デイサービス計画」と、同項第３号中「第３６

条」とあるのは「第７８条において準用する第３

６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあ

るのは「第７８条において準用する第４５条第２

項」と、同項第５号中「第５１条第２項」とある

のは「第７８条において準用する第５１条第２項

」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあるの

は「第７８条において準用する第５３条第２項」

と読み替えるものとする。 

２項第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第

７８条において準用する第２２条第１項」と、同

項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放

課後等デイサービス計画」と、同項第３号中「第

３６条」とあるのは「第７８条において準用する

第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」

とあるのは「第７８条において準用する第４５条

第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と

あるのは「第７８条において準用する第５１条第

２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ

るのは「第７８条において準用する第５３条第２

項」と読み替えるものとする。 

    第５節 共生型障害児通所支援に関する基

準 

 （準用） 

第７８条の２ 第８条、第９条、第１３条から第２

３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

 第３５条から第４６条まで、第４８条から第５１

条まで、第５２条第１項、第５３条から第５５条

の４まで、第７２条及び第７７条の規定は、共生

型放課後等デイサービス（放課後等デイサービス

に係る共生型通所支援をいう。）の事業について

準用する。 

    第６節 ［略］     第５節 ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第８１条 第８条、第１３条から第２３条まで、第

２６条第２項、第２７条から第３１条まで、第３

３条、第３５条から第４６条まで、第４８条から

第５１条まで、第５２条第１項、第５３条から第

５５条まで、第６０条から第６１条の２まで、第

７２条及び第７７条（第１項を除く。）の規定は、

基準該当放課後等デイサービスの事業について準

用する。この場合において、第１３条第１項中「

第３８条」とあるのは「第８１条において準用す

る第３８条」と、第１６条中「第５０条第１項」

とあるのは「第８１条において準用する第５０条

第１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び第

５２条第２項」とあるのは「第８１条において準

用する第３８条第６号」と、第２３条第２項中「

次条第１項から第３項まで」とあるのは「第８１

条において準用する第７７条第２項及び第３項」

と、第２６条第２項中「第２４条第２項」とある

のは「第８１条において準用する第７７条第２項

」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号

」とあるのは「第８１条において準用する第５５

第８１条 第８条、第１３条から第２３条まで、第

２６条第２項、第２７条から第３１条まで、第３

３条、第３５条から第４６条まで、第４８条、第

５０条、第５１条、第５２条第１項、第５３条か

ら第５５条まで、第６０条から第６１条の２まで、

 第７２条、第７７条（第１項を除く。）及び第７

７条の２の規定は、基準該当放課後等デイサービ

スの事業について準用する。この場合において、

第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第８

１条において準用する第３８条」と、第１６条中

「第５０条第１項」とあるのは「第８１条におい

て準用する第５０条第１項」と、第１７条中「第

３８条第６号及び第５２条第２項」とあるのは「

第８１条において準用する第３８条第６号」と、

第２３条第２項中「次条第１項から第３項まで」

とあるのは「第８１条において準用する第７７条

第２項及び第３項」と、第２６条第２項中「第２

４条第２項」とあるのは「第８１条において準用

する第７７条第２項」と、第２８条第１項中「第

５５条第２項第２号」とあるのは「第８１条にお



条第２項第２号」と、第２９条中「前条」とある

のは「第８１条において準用する前条」と、同条

第１号中「次条」とあるのは「第８１条において

準用する次条」と、第４４条中「前条」とあるの

は「第８１条において準用する前条」と、第５５

条第２項第１号中「第２２条第１項」とあるのは

「第８１条において準用する第２２条第１項」と、

同項第３号中「第３６条」とあるのは「第８１条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第８１条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第８１条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第８１条において準用

する第５３条第２項」と、第６０条中「この節（

前条（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。）」

とあるのは「第７９条から第８１条まで（同条に

おいて第６０条及び第７７条（第１項を除く。）

の規定を準用する部分を除く。）」と、第６１条

中「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。）」とあるのは「第７９条から第８１

条まで（同条において第６１条及び第７７条（第

１項を除く。）の規定を準用する部分を除く。）

」と、第６１条の２中「この節（第５９条（第２

４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。）」とあるのは

「第７９条から第８１条まで（同条において第６

１条の２及び第７７条（第１項を除く。）の規定

を準用する部分を除く。）」と、第７７条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項

中「前３項」とあるのは「前２項」と読み替える

ものとする。 

いて準用する第５５条第２項第２号」と、第２９

条中「前条」とあるのは「第８１条において準用

する前条」と、同条第１号中「次条」とあるのは

「第８１条において準用する次条」と、第４４条

中「前条」とあるのは「第８１条において準用す

る前条」と、第５５条第２項第１号中「第２２条

第１項」とあるのは「第８１条において準用する

第２２条第１項」と、同項第３号中「第３６条」

とあるのは「第８１条において準用する第３６条

」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあるの

は「第８１条において準用する第４５条第２項」

と、同項第５号中「第５１条第２項」とあるのは

「第８１条において準用する第５１条第２項」と、

 同項第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第

８１条において準用する第５３条第２項」と、第

６０条中「この節（前条（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。）」とあるのは「第７９条から第

８１条まで（同条において第６０条及び第７７条

（第１項を除く。）の規定を準用する部分を除く。

 ）」と、第６１条中「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。）」とあるのは「

第７９条から第８１条まで（同条において第６１

条及び第７７条（第１項を除く。）の規定を準用

する部分を除く。）」と、第６１条の２中「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。）」とあるのは「第７９条から第８１条まで

（同条において第６１条の２及び第７７条（第１

項を除く。）の規定を準用する部分を除く。）」

と、第７７条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、第７７条の２第３項中「次条」とある

のは「第８１条」と読み替えるものとする。 

   第６章 居宅訪問型児童発達支援 

    第１節 基本方針 

第８１条の２ 居宅訪問型児童発達支援に係る指定

通所支援（以下「指定居宅訪問型児童発達支援」

という。）の事業は、障害児が日常生活における

基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能

力の向上を図ることができるよう、当該障害児の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなけ

ればならない。 

    第２節 人員に関する基準 



 （従業者の員数） 

第８１条の３ 指定居宅訪問型児童発達支援の事業

を行う者（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。

）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行

うために必要な数 

 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、

 作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育

士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指

導担当職員（学校教育法の規定による大学の学部

で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者をいう。）とし

て配置された日以後、障害児について、入浴、排

せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児

の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う

業務又は日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な

訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）を

行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して

訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又

は職業教育に係る業務に３年以上従事した者でな

ければならない。 

３ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者

のうち１人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童

発達支援事業所の職務に従事する者でなければな

らない。 

 （準用） 

第８１条の４ 第８条の規定は、指定居宅訪問型児

童発達支援の事業について準用する。この場合に

おいて、同条中「ただし、」とあるのは、「ただ

し、第８１条の３第１項第１号に掲げる訪問支援

員及び同項第２号に掲げる児童発達支援管理責任

者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるも

のとする。 

    第３節 設備に関する基準 

 （設備） 

第８１条の５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業所

には、事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童



発達支援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 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指

定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし、障害児の支援に

支障がない場合は、この限りでない。 

    第４節 運営に関する基準 

 （身分を証する書類の携行） 

第８１条の６ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者

は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回

訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他

の当該障害児の家族から求められたときは、これ

を提示すべき旨を指導しなければならない。 

 （通所利用者負担額の受領） 

第８１条の７ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者

は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、

 通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童

発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受ける

ものとする。 

２ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代

理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を

提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指

定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費

用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前２項

の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の

選定により通常の事業の実施地域（当該指定居宅

訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪

問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第

５号において同じ。）以外の地域において指定居

宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに

要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者か

ら受けることができる。 

４ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前３項

の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係

る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定

保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第３項

の交通費については、あらかじめ、通所給付決定

保護者に対し、その額について説明を行い、通所

給付決定保護者の同意を得なければならない。 

 （運営規程） 

第８１条の８ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者

は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す



る運営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 

 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通

所給付決定保護者から受領する費用の種類及び

その額 

 通常の事業の実施地域 

 サービスの利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 その他運営に関する重要事項 

 （準用） 

第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除

く。）、第２８条から第３１条まで、第３３条、

第３５条から第３７条まで、第３９条、第４２条

から第４６条まで、第４８条、第５０条、第５１

条、第５２条第１項、第５３条から第５５条まで

及び第７０条の２の規定は、指定居宅訪問型児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第８１条の８」と、第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５２条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第２３条第２項中「次条

」とあるのは「第８１条の７」と、第２６条第２

項中「第２４条第２項」とあるのは「第８１条の

７第２項」と、第２７条第１項、第２８条及び第

５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替

えるものとする。 

   第７章 ［略］    第６章 ［略］ 

 （準用）  （設備） 

第８５条 第８１条の５の規定は、指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。 

第８５条 指定保育所等訪問支援事業所には、事業

の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に

必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 ２ 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指

定保育所等訪問支援の事業の用に供するものでな

ければならない。ただし、障害児の支援に支障が

ない場合は、この限りでない。 

  （身分を証する書類の携行） 

第８６条から第８８条まで 削除 第８６条 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者

に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び



障害児、通所給付決定保護者その他の当該障害児

の家族又は訪問する施設から求められたときは、

これを提示すべき旨を指導しなければならない。

  （通所利用者負担額の受領） 

 第８７条 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保

育所等訪問支援を提供した際は、通所給付決定保

護者から当該指定保育所等訪問支援に係る通所利

用者負担額の支払を受けるものとする。 

 ２ 指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領

を行わない指定保育所等訪問支援を提供した際は、

 通所給付決定保護者から、当該指定保育所等訪問

支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受け

るものとする。 

 ３ 指定保育所等訪問支援事業者は、前２項の支払

を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定に

より通常の事業の実施地域（当該指定保育所等訪

問支援事業所が通常時に指定保育所等訪問支援を

提供する地域をいう。次条第５号において同じ。

）以外の地域において指定保育所等訪問支援を提

供する場合は、それに要した交通費の額の支払を

通所給付決定保護者から受けることができる。 

 ４ 指定保育所等訪問支援事業者は、前３項の費用

の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収

証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者

に対し交付しなければならない。 

 ５ 指定保育所等訪問支援事業者は、第３項の交通

費については、あらかじめ、通所給付決定保護者

に対し、その額について説明を行い、通所給付決

定保護者の同意を得なければならない。 

  （運営規程） 

 第８８条 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保

育所等訪問支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する運営規程を定め

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 

 指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付

決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域 

 サービスの利用に当たっての留意事項 

 緊急時等における対応方法 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 



 （準用）  （準用） 

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除く。

）、第２８条から第３１条まで、第３３条、第３

５条から第３７条まで、第３９条、第４２条、第

４４条から第４６条まで、第４８条、第５０条、

第５１条、第５２条第１項、第５３条から第５５

条まで、第７０条の２及び第８１条の６から第８

１条の８までの規定は、指定保育所等訪問支援の

事業について準用する。この場合において、第１

３条第１項中「第３８条」とあるのは「第８９条

において準用する第８１条の８」と、第１６条中

「第５０条第１項」とあるのは「第８９条におい

て準用する第５０条第１項」と、第１７条中「い

う。第３８条第６号及び第５２条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と、第２３条第２

項中「次条」とあるのは「第８９条において準用

する第８１条の７」と、第２６条第２項中「第２

４条第２項」とあるのは「第８９条において準用

する第８１条の７第２項」と、第２７条第１項中

「次条第１項に規定する児童発達支援計画」とあ

るのは「第８９条において読み替えて準用する次

条第１項に規定する保育所等訪問支援計画」と、

第２８条第１項中「第５５条第２項第２号におい

て「児童発達支援計画」という」とあるのは「第

８９条において準用する第５５条第２項第２号に

おいて「保育所等訪問支援計画」という」と、同

条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「

第８９条において準用する前条」と、同条第１号

中「次条」とあるのは「第８９条において準用す

る次条」と、第４４条中「従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務

の体制」と、第５５条第２項第１号中「第２２条

第１項」とあるのは「第８９条において準用する

第２２条第１項」と、同項第２号中「児童発達支

援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、

 同項第３号中「第３６条」とあるのは「第８９条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第８９条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第８９条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第８９条において準用

する第５３条第２項」と読み替えるものとする。

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第３７

条まで、第３９条、第４２条、第４４条から第４

６条まで、第４８条から第５１条まで、第５２条

第１項及び第５３条から第５５条までの規定は、

指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第８８条」と、第１６条中「第５

０条第１項」とあるのは「第８９条において準用

する第５０条第１項」と、第１７条中「第３８条

第６号及び第５２条第２項」とあるのは「第８８

条第５号」と、第２３条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第８７条第１項」と、第２７条第１

項中「次条第１項に規定する児童発達支援計画」

とあるのは「第８９条において読み替えて準用す

る次条第１項に規定する保育所等訪問支援計画」

と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号に

おいて「児童発達支援計画」という」とあるのは

「第８９条において準用する第５５条第２項第２

号において「保育所等訪問支援計画」という」と、

 同条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項

中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪

問支援計画」と、第２９条中「前条」とあるのは

「第８９条において準用する前条」と、同条第１

号中「次条」とあるのは「第８９条において準用

する次条」と、第４４条中「従業者の勤務の体制、

 前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務

の体制」と、第５５条第２項第１号中「第２２条

第１項」とあるのは「第８９条において準用する

第２２条第１項」と、同項第２号中「児童発達支

援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、

 同項第３号中「第３６条」とあるのは「第８９条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第８９条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第８９条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第８９条において準用

する第５３条第２項」と読み替えるものとする。

   第８章 ［略］    第７章 ［略］ 

（従業者の員数に関する特例）  （従業者の員数に関する特例） 



第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項、第２項及び第

４項、第７条、第６３条、第７３条第１項、第２

項及び第４項、第８１条の３第１項並びに第８３

条第１項の規定の適用については、第６条第１項

中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同

項第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と、同条第２項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「

指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第４項中「指定児童発達支援」とあるの

は「指定通所支援」と、第７条第１項中「指定児

童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所

」と、同項第２号ア中「指定児童発達支援」とあ

るのは「指定通所支援」と、同条第２項及び第３

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達

支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第４

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、同条第５項中「指定児童発達

支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第６

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあ

るのは「指定通所支援の」と、第６３条第１項中

「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所

」という。）」とあり、並びに同条第２項及び第

３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、第７３条第１項中「

事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所

」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、

 同項第１号中「指定放課後等デイサービス」とあ

るのは「指定通所支援」と、同条第２項中「指定

放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの

」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第４項

中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指

定通所支援」と、第８１条の３第１項中「事業所

（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、第

８３条第１項中「事業所（以下「指定保育所等訪

問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能

型事業所」とする。 

第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項、第２項及び第

４項、第７条、第６３条、第７３条第１項、第２

項及び第４項並びに第８３条第１項の規定の適用

については、第６条第１項中「事業所（以下「指

定児童発達支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童

発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条

第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」と

あるのは「指定通所支援」と、同条第４項中「指

定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、

 第７条第１項中「指定児童発達支援事業所」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同項第２号ア中「

指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項

第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第４項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条

第５項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第６項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指

定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の

」と、第６３条第１項中「事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、

並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、第７３条第１項中「事業所（以下「指定放課

後等デイサービス事業所」という。）」とあるの

は「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定放

課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援

」と、同条第２項中「指定放課後等デイサービス

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指

定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通

所支援の」と、同条第４項中「指定放課後等デイ

サービス」とあるのは「指定通所支援」と、第８

３条第１項中「事業所（以下「指定保育所等訪問

支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型

事業所」とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 



第２条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、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６５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 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号。以下「法」という。）第２４条の９

第３項（法第２４条の１０第４項において準用す

る場合を含む。）において準用する法第２１条の

５の１５第３項第１号の規定に基づき、指定障害

児入所施設の指定に関する要件を定め、並びに法

第２４条の１２第１項及び第２項の規定に基づき、

 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号。以下「法」という。）第２４条の９

第２項（法第２４条の１０第４項において準用す

る場合を含む。）において準用する法第２１条の

５の１５第２項第１号の規定に基づき、指定障害

児入所施設の指定に関する要件を定め、並びに法

第２４条の１２第１項及び第２項の規定に基づき、

 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

第４条 法第２４条の９第３項（法第２４条の１０

第４項において準用する場合を含む。）において

準用する法第２１条の５の１５第３項第１号の条

例で定める者は、法人とする。 

第４条 法第２４条の９第２項（法第２４条の１０

第４項において準用する場合を含む。）において

準用する法第２１条の５の１５第２項第１号の条

例で定める者は、法人とする。 

 （従業者の員数)  （従業者の員数) 

第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設に

 あっては第５号の調理員を置かないことができる。

第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設に

 あっては第５号の調理員を置かないことができる。

 ［略］    ［略］ 

 看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。） ア又はイに掲げる指定福祉型

障害児入所施設の区分に応じ、それぞれア又は

イに定める数 

 看護師 ア又はイに掲げる指定福祉型障害児

入所施設の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 ４ 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援

施設（障害者総合支援法第２９条第１項に規定す

る指定障害者支援施設をいう。次条第６項におい



て同じ。）の指定を受け、かつ、指定入所支援と

施設障害福祉サービス（障害者総合支援法第５条

第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。

次条第６項において同じ。）とを同一の施設にお

いて一体的に提供している場合については、さい

たま市指定障害者支援施設の人員、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５９号。次条第６項において「指定障害者支

援施設条例」という。）第５条に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前３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）  （設備） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 ６ 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援

施設の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障

害福祉サービスとを同一の施設において一体的に

提供している場合については、指定障害者支援施

設条例第９条に規定する設備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。 

 （利益供与等の禁止）  （利益供与等の禁止） 

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相

談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第

５条第１８項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において「障

害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児

又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相

談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第

５条第１６項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において「障

害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児

又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（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改正） 

第３条 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 

（職員） （職員） 

第６６条 ［略］ 第６６条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入

所施設には、第１項に規定する職員並びに医師及

び看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護

師をいう。以下この条及び第８０条において同じ。

 ）を置かなければならない。ただし、児童４０人

以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理

業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置

かないことができる。 

４ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入

所施設には、第１項に規定する職員並びに医師及

び看護師を置かなければならない。ただし、児童

４０人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、

 調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員

を置かないことができる。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

８ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入

所施設の看護職員の数は、児童おおむね２０人に

つき１人以上とする。 

８ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入

所施設の看護師の数は、児童おおむね２０人につ

き１人以上とする。 

９～１１ ［略］ ９～１１ ［略］ 

１２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

福祉型障害児入所施設には、第１項に規定する職

 員及び看護職員を置かなければならない。ただし、

 児童４０人以下を入所させる施設にあっては栄養

士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては

調理員を置かないことができる。 

１２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

福祉型障害児入所施設には、第１項に規定する職

員及び看護師を置かなければならない。ただし、

児童４０人以下を入所させる施設にあっては栄養

士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては

調理員を置かないことができる。 

１３～１５ ［略］ １３～１５ ［略］ 

 （職員）  （職員） 

第８０条 ［略］ 第８０条 ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターには、第１項に規定する職員及

び看護職員を置かなければならない。ただし、児

 童４０人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、

 調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員

を置かないことができる。 

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターには、第１項に規定する職員及

び看護師を置かなければならない。ただし、児童

４０人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、

調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員

を置かないことができる。 

８ ［略］ ８ ［略］ 

９ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職

員及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね

 児童の数を４で除して得た数以上とする。ただし、

 機能訓練担当職員の数は、１人以上でなければな

らない。 

９ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターの児童指導員、保育士、看護師

及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児

童の数を４で除して得た数以上とする。ただし、

機能訓練担当職員の数は、１人以上でなければな

らない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている第１条の規定による改正前のさいたま

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（次項におい

て「旧条例」という。）第６条（第３項を除く。）に規定する指定児童発達支援事

業者については、第１条の規定による改正後の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（次項において「新条例」という。）第

６条（第３項を除く。）の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日までの間は、

なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第５６条に規定する基準該当児童発達支援に関す

る基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、新条例第５６条の

規定にかかわらず、平成３１年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に指定を受けている第２条の規定による改正前のさいたま

市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第５条第４項

及び第６条第６項に規定する指定福祉型障害児入所施設については、第２条の規定

による改正後のさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例第５条及び第６条の規定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの間

は、なお従前の例による。 



さいたま市条例第２０号 

さいたま市総合療育センターひまわり学園条例の一部を改正する条例

さいたま市総合療育センターひまわり学園条例（平成１３年さいたま市条例第１５

９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

 （業務）  （業務）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］

２ 児童発達支援センターは、前項に規定する業務

のほか、次に掲げる業務を行う。

２ 児童発達支援センターは、前項に規定する業務

のほか、次に掲げる業務を行う。

 法第６条の２の２第５項に規定する居宅訪問

型児童発達支援に関すること。

 法第６条の２の２第６項に規定する保育所等

訪問支援に関すること。

 法第６条の２の２第５項に規定する保育所等

訪問支援に関すること。

 法第６条の２の２第７項に規定する障害児相

談支援に関すること。

 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相

談支援に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者総

合支援法第５条第１８項に規定する相談支援を

いう。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者総

合支援法第５条第１６項に規定する相談支援を

いう。）に関すること。

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第１２条 法第６条の２の２第２項に規定する児童

発達支援、同条第３項に規定する医療型児童発達

支援又は同条第６項に規定する保育所等訪問支援

を利用することができる者は、次の各号のいずれ

かに該当する児童及びその保護者とする。

第１２条 法第６条の２の２第２項に規定する児童

発達支援、同条第３項に規定する医療型児童発達

支援又は同条第５項に規定する保育所等訪問支援

を利用することができる者は、次の各号のいずれ

かに該当する児童及びその保護者とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２ 法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談

支援を利用することができる者は、法第２４条の

２６第１項に規定する障害児相談支援対象保護者

とする。

２ 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談

支援を利用することができる者は、法第２４条の

２６第１項に規定する障害児相談支援対象保護者

とする。

３ 障害者総合支援法第５条第１８項に規定する相

談支援を利用することができる者は、障害児の保

護者であって、同条第１９項に規定する厚生労働

省令で定める便宜を受けようとするもの又は障害

者総合支援法第５１条の１７第１項に規定する計

３ 障害者総合支援法第５条第１６項に規定する相

談支援を利用することができる者は、障害児の保

護者であって、同条第１７項に規定する厚生労働

省令で定める便宜を受けようとするもの又は障害

者総合支援法第５１条の１７第１項に規定する計



画相談支援対象障害者等に該当するものとする。 画相談支援対象障害者等に該当するものとする。

 （使用料）  （使用料） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］

２ 法第２１条の５の２８第１項に規定する肢体不

自由児通所医療を受けた児童に係る法第６条の２

の２第９項に規定する通所給付決定保護者は、当

該肢体不自由児通所医療について、健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法の例により算定し

た額から法第２１条の５の２８第２項の規定によ

る肢体不自由児通所医療費の額を控除した額を児

童発達支援センターの使用料として、市長に納付

しなければならない。

２ 法第２１条の５の２８第１項に規定する肢体不

自由児通所医療を受けた児童に係る法第６条の２

の２第８項に規定する通所給付決定保護者は、当

該肢体不自由児通所医療について、健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法の例により算定し

た額から法第２１条の５の２８第２項の規定によ

る肢体不自由児通所医療費の額を控除した額を児

童発達支援センターの使用料として、市長に納付

しなければならない。

附 則

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２１号 

   さいたま市大崎むつみの里条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市大崎むつみの里条例の一部改正）

第１条 さいたま市大崎むつみの里条例（平成１９年さいたま市条例第１１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 障害福祉サービス（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５

条第１項に規定する障害福祉サービスをいう。以

下同じ。）及び相談支援（法第５条第１８項に規

定する相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設

として、並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第４３条に規定する児童発達支援センタ

ーとして、さいたま市大崎むつみの里（以下「む

つみの里」という。）をさいたま市緑区大字大崎

３７番地１に設置する。

第１条 障害福祉サービス（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５

条第１項に規定する障害福祉サービスをいう。以

下同じ。）及び相談支援（法第５条第１６項に規

定する相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設

として、並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第４３条に規定する児童発達支援センタ

ーとして、さいたま市大崎むつみの里（以下「む

つみの里」という。）をさいたま市緑区大字大崎

３７番地１に設置する。

 （業務）  （業務）

第２条 むつみの里は、次に掲げる業務を行う。 第２条 むつみの里は、次に掲げる業務を行う。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 障害児相談支援（児童福祉法第６条の２の２

第７項に規定する障害児相談支援をいう。第４

条第４項において同じ。）

 障害児相談支援（児童福祉法第６条の２の２

第６項に規定する障害児相談支援をいう。第４

条第４項において同じ。）

 ［略］  ［略］

２ むつみの里は、次に掲げる業務を行うことがで

きる。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８

条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護

」という。）

 介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第１号通所事業（以下「第１号通所

事業」という。）



 （利用定員）  （利用定員）

第３条 むつみの里の定員は、１９０人とする。 第３条 むつみの里の定員は、次に掲げるとおりと

する。

 生活介護 ７０人

 自立訓練 ２０人

 就労移行支援及び就労継続支援 ７０人

 児童発達支援 ５０人

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１７項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

３・４ ［略］ ３・４ ［略］

５ 通所介護及び第１号通所事業を利用できる者は、

 次に掲げる者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例

居宅介護サービス費の支給に係る者

 第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第５条 ［略］ 第５条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 通所介護及び第１号通所事業の利用者は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、

 利用料金として、指定管理者に納付しなければな

らない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額

４ ［略］ ３ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第９条 ［略］ 第９条 ［略］

２ 前項の場合にあっては、第５条第１項から第３

項まで及び第７条の規定を準用する。この場合に

おいて、第５条第１項中「利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）」とあるのは「使用料」

と、「指定管理者（第８条第１項に規定する指定

管理者をいう。以下この条及び第７条において同

２ 前項の場合にあっては、第５条第１項及び第２

項並びに第７条の規定を準用する。この場合にお

いて、第５条第１項中「利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）」とあるのは「使用料」と、

 「指定管理者（第８条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条及び第７条において同じ。



じ。）」とあるのは「市長」と、同条第２項及び

第３項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、

「指定管理者」とあるのは「市長」と、第７条中

「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の

承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と

読み替えるものとする。

）」とあるのは「市長」と、同条第２項中「利用

料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」

とあるのは「市長」と、第７条中「指定管理者」

とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利

用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの

とする。

 （さいたま市障害者福祉施設春光園条例の一部改正）

第２条 さいたま市障害者福祉施設春光園条例（平成１３年さいたま市条例第１６１

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１８項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第７項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市障害者福祉施設春光園（以下「春

光園」という。）を設置する。

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１６項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第６項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市障害者福祉施設春光園（以下「春

光園」という。）を設置する。

 （業務）  （業務）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ けやき等は、次に掲げる業務を行うことができ

る。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８

条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護

」という。）

 介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第１号通所事業（以下「第１号通所

事業」という。）

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第５条 ［略］ 第５条 ［略］



２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１７項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

３ ［略］ ３ ［略］

４ 通所介護及び第１号通所事業を利用できる者は、

 次に掲げる者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例

居宅介護サービス費の支給に係る者

 第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第６条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（前条第１項第３号又は第４

号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福祉

サービスについて、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額及び同項に規定する特定費用

を、けやき等の利用に係る料金（以下「利用料金

」という。）として、指定管理者（第９条第１項

に規定する指定管理者をいう。以下この条及び第

８条において同じ。）に納付しなければならない。

第６条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（前条第１項第３号又は第４

号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福祉

サービスについて、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額及び同項に規定する特定費用

を、けやき等の利用に係る料金（以下「利用料金

」という。）として、指定管理者（第９条第１項

に規定する指定管理者をいう。次項及び第８条に

おいて同じ。）に納付しなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

２ 通所介護及び第１号通所事業の利用者は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、

 利用料金として、指定管理者に納付しなければな

らない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額

３ ［略］ ２ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］

２ 前項の場合にあっては、第６条第１項及び第２

項並びに第８条の規定を準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）」とあるのは「使用料」と、

 「指定管理者（第９条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条及び第８条において同じ。

）」とあるのは「市長」と、同条第２項中「利用

料金」とあるのは「使用料」と、同項及び第８条

中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条中

２ 前項の場合にあっては、第６条第１項及び第８

条の規定を準用する。この場合において、第６条

第１項中「利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）」とあるのは「使用料」と、「指定管理

者（第９条第１項に規定する指定管理者をいう。

次項及び第８条において同じ。）」とあるのは「

市長」と、第８条中「指定管理者」とあるのは「

市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあ

るのは「使用料」と読み替えるものとする。



「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使

用料」と読み替えるものとする。

 （さいたま市槻の木条例の一部改正）

第３条 さいたま市槻の木条例（平成１７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

 （設置）  （設置）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１８項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第７項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市槻の木を設置する。

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１６項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第６項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市槻の木を設置する。

 （業務）  （業務）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ さいたま市槻の木は、次に掲げる業務を行うこ

とができる。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８

条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護

」という。）

 介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第１号通所事業（以下「第１号通所

事業」という。）

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第５条 ［略］ 第５条 ［略］

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１７項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等



とする。 とする。

３ ［略］ ３ ［略］

４ 通所介護及び第１号通所事業を利用できる者は、

 次に掲げる者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例

居宅介護サービス費の支給に係る者

 第 1号通所事業に係る第 1号事業支給費の支
給に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第６条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（前条第１項第３号又は第４

号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福祉

サービスについて、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額及び同項に規定する特定費用

を、さいたま市槻の木の利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）として、指定管理者（第９

条第１項に規定する指定管理者をいう。以下この

条及び第８条において同じ。）に納付しなければ

ならない。

第６条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（前条第１項第３号又は第４

号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福祉

サービスについて、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額及び同項に規定する特定費用

を、さいたま市槻の木の利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）として、指定管理者（第９

条第１項に規定する指定管理者をいう。次項及び

第８条において同じ。）に納付しなければならな

い。

  ・  ［略］   ・  ［略］

２ 通所介護及び第１号通所事業の利用者は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、

 利用料金として、指定管理者に納付しなければな

らない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額

３ ［略］ ２ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］

２ 前項の場合にあっては、第６条第１項及び第２

項並びに第８条の規定を準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）」とあるのは「使用料」と、

 「指定管理者（第９条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条及び第８条において同じ。

）」とあるのは「市長」と、同条第２項中「利用

料金」とあるのは「使用料」と、同項及び第８条

中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条中

「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使

用料」と読み替えるものとする。

２ 前項の場合にあっては、第６条第１項及び第８

条の規定を準用する。この場合において、第６条

第１項中「利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）」とあるのは「使用料」と、「指定管理

者（第９条第１項に規定する指定管理者をいう。

次項及び第８条において同じ。）」とあるのは「

市長」と、第８条中「指定管理者」とあるのは「

市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあ

るのは「使用料」と読み替えるものとする。



 （さいたま市みずき園条例の一部改正）

第４条 さいたま市みずき園条例（平成１３年さいたま市条例第１６４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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１８項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第７項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市みずき園（以下「園」という。）

をさいたま市中央区大戸２丁目７番２１号に設置

する。

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１６項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第６項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市みずき園（以下「園」という。）

をさいたま市中央区大戸２丁目７番２１号に設置

する。

 （業務）  （業務）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ 園は、次に掲げる業務を行うことができる。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８

条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護

」という。）

 介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第１号通所事業（以下「第１号通所

事業」という。）

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１７項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

３ ［略］ ３ ［略］



４ 通所介護及び第１号通所事業を利用できる者は、

 次に掲げる者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例

居宅介護サービス費の支給に係る者

 第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第５条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（前条第１項第３号又は第４

号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福祉

サービスについて、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額及び同項に規定する特定費用

を、園の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）として、指定管理者（第８条第１項に規定

する指定管理者をいう。以下この条及び第７条に

おいて同じ。）に納付しなければならない。

第５条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（前条第１項第３号又は第４

号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福祉

サービスについて、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額及び同項に規定する特定費用

を、園の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）として、指定管理者（第８条第１項に規定

する指定管理者をいう。次項及び第７条において

同じ。）に納付しなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

２ 通所介護及び第１号通所事業の利用者は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、

 利用料金として、指定管理者に納付しなければな

らない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額

３ ［略］ ２ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第９条 ［略］ 第９条 ［略］

２ 前項の場合にあっては、第５条第１項及び第２

項並びに第７条の規定を準用する。この場合にお

いて、第５条第１項中「利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）」とあるのは「使用料」と、

 「指定管理者（第８条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条及び第７条において同じ。

）」とあるのは「市長」と、同条第２項中「利用

料金」とあるのは「使用料」と、同項及び第７条

中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条中

「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使

用料」と読み替えるものとする。

２ 前項の場合にあっては、第５条第１項及び第７

条の規定を準用する。この場合において、第５条

第１項中「利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）」とあるのは「使用料」と、「指定管理

者（第８条第１項に規定する指定管理者をいう。

次項及び第７条において同じ。）」とあるのは「

市長」と、第７条中「指定管理者」とあるのは「

市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあ

るのは「使用料」と読み替えるものとする。

 （さいたま市さくら草学園条例の一部改正）

第５条 さいたま市さくら草学園条例（平成１３年さいたま市条例第１６５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

 （業務）  （業務）

第２条 学園は、次に掲げる業務を行う。 第２条 学園は、次に掲げる業務を行う。

 ［略］  ［略］

 障害児相談支援（法第６条の２の２第７項に

規定する障害児相談支援をいう。次条第２項に

おいて同じ。）に関すること。

 障害児相談支援（法第６条の２の２第６項に

規定する障害児相談支援をいう。次条第２項に

おいて同じ。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１８項に規定する相談支援をいう。次条第３項

において同じ。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１６項に規定する相談支援をいう。次条第３項

において同じ。）に関すること。

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 ［略］  ［略］

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１７項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。

 （さいたま市杉の子園条例の一部改正） 

第６条 さいたま市杉の子園条例（平成１３年さいたま市条例第１６６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

 （業務）  （業務）

第２条 園は、次に掲げる業務を行う。 第２条 園は、次に掲げる業務を行う。

 ［略］  ［略］

 障害児相談支援（法第６条の２の２第７項に

規定する障害児相談支援をいう。第４条第２項

において同じ。）に関すること。

 障害児相談支援（法第６条の２の２第６項に

規定する障害児相談支援をいう。第４条第２項

において同じ。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１８項に規定する相談支援をいう。第４条第３

項において同じ。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１６項に規定する相談支援をいう。第４条第３

項において同じ。）に関すること。

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 ［略］  ［略］

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１７項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。

 （さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例の一部改正）

第７条 さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例（平成１４年さいたま市

条例第９３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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。



 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１８項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第７項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市大砂土障害者デイサービスセンタ

ー（以下「センター」という。）をさいたま市北

区本郷町１７番地７に設置する。

 以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス及び相談支援（法第５条第１６項

に規定する相談支援をいう。以下同じ。）並びに

障害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の２の２第６項に規定する障害

児相談支援をいう。以下同じ。）を行う施設とし

て、さいたま市大砂土障害者デイサービスセンタ

ー（以下「センター」という。）をさいたま市北

区本郷町１７番地７に設置する。

 （業務）  （業務）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ センターは、次に掲げる業務を行うことができ

る。

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８

条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護

」という。）

 介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に規定する第１号通所事業（以下「第１号通所

事業」という。）

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１７項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。

３ ［略］ ３ ［略］

４ 通所介護及び第１号通所事業を利用できる者は、

 次に掲げる者とする。

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例

居宅介護サービス費の支給に係る者

 第１号通所事業に係る第１号事業支給費の支

給に係る者

 （利用料金）  （利用料金）

第６条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（第４条第１項第３号又は第

４号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福

祉サービスについて、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額及び同項に規定する特定

費用を、センターの利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）として、指定管理者（第８条第

１項に規定する指定管理者をいう。以下この条及

び次条において同じ。）に納付しなければならな

い。

第６条 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスを受けた者（第４条第１項第３号又は第

４号に該当する者を除く。）は、当該指定障害福

祉サービスについて、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額及び同項に規定する特定

費用を、センターの利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）として、指定管理者（第８条第

１項に規定する指定管理者をいう。次項及び次条

において同じ。）に納付しなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］



２ 通所介護及び第１号通所事業の利用者は、次の

 各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、

 利用料金として、指定管理者に納付しなければな

らない。

 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により

算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で

指定管理者が定める額

 第１号通所事業 市長が定めるところにより

算定した額及び市長が定める費用で指定管理者

が定める額

３ ［略］ ２ ［略］

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴

収等）

第９条 ［略］ 第９条 ［略］

２ 前項の場合にあっては、第６条第１項及び第２

項並びに第７条の規定を準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「利用に係る料金（以下「

利用料金」という。）」とあるのは「使用料」と、

 「指定管理者（第８条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条及び次条において同じ。）

」とあるのは「市長」と、同条第２項中「利用料

金」とあるのは「使用料」と、同項及び第７条中

「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条中「

市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用

料」と読み替えるものとする。

２ 前項の場合にあっては、第６条第１項及び第７

条の規定を準用する。この場合において、第６条

第１項中「利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）」とあるのは「使用料」と、「指定管理

者（第８条第１項に規定する指定管理者をいう。

次項及び次条において同じ。）」とあるのは「市

長」と、第７条中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とある

のは「使用料」と読み替えるものとする。

 （さいたま市はるの園条例の一部改正）

第８条 さいたま市はるの園条例（平成２２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

 （業務）  （業務）

第２条 園は、次に掲げる業務を行う。 第２条 園は、次に掲げる業務を行う。

 ［略］  ［略］

 障害児相談支援（法第６条の２の２第７項に

規定する障害児相談支援をいう。第４条第２項

 障害児相談支援（法第６条の２の２第６項に

規定する障害児相談支援をいう。第４条第２項



において同じ。）に関すること。 において同じ。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１８項に規定する相談支援をいう。第４条第３

項において同じ。）に関すること。

 障害児に係る次に掲げる相談支援（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１６項に規定する相談支援をいう。第４条第３

項において同じ。）に関すること。

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 ［略］  ［略］

 （利用者の資格）  （利用者の資格）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１７項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２２号 

   さいたま市心身障害者医療費支給条例及びさいたま市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例

 （さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部改正）

第１条 さいたま市心身障害者医療費支給条例（平成１３年さいたま市条例第１６８

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

（対象者） （対象者） 

第３条 医療費助成金の支給の対象となる者（以下

「対象者」という。）は、医療保険各法に規定す

る被保険者、組合員若しくは加入者（被保険者、

組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保

険者等」という。）又は被扶養者である心身障害

者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

第３条 医療費助成金の支給の対象となる者（以下

「対象者」という。）は、医療保険各法に規定す

る被保険者、組合員若しくは加入者（被保険者、

組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保

険者等」という。）又は被扶養者である心身障害

者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる

者を除く。 

 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる

者を除く。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  ウ 他の市町村（特別区を含む。以下同じ。）

から障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」という。

）第２９条又は第３０条の規定による指定障

害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サー

ビスに対する介護給付費、訓練等給付費、特

例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を

受け、障害者総合支援法第５条第１２項に規

定する障害者支援施設若しくは同条第６項に

規定する厚生労働省令で定める施設（次号に

おいて「障害者支援施設」という。）、身体

障害者福祉法第１８条第２項に規定する指定

医療機関（以下「指定医療機関」という。）

又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみ

の園」という。）に入所し、入院し、又は入

  ウ 他の市町村（特別区を含む。以下同じ。）

から障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」という。

）第２９条又は第３０条の規定による指定障

害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サー

ビスに対する介護給付費、訓練等給付費、特

例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を

受け、障害者総合支援法第５条第１２項に規

定する障害者支援施設若しくは同条第６項に

規定する厚生労働省令で定める施設（次号に

おいて「障害者支援施設」という。）、身体

障害者福祉法第１８条第２項に規定する指定

医療機関（以下「指定医療機関」という。）

又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみ

の園」という。）に入所し、入院し、又は入



居している者（障害者総合支援法第５条第１

７項に規定する共同生活援助（以下「共同生

活援助」という。）を行う住居に入居してい

る者を含む。） 

居している者（障害者総合支援法第５条第１

５項に規定する共同生活援助（以下「共同生

活援助」という。）を行う住居に入居してい

る者を含む。） 

  エ～ク ［略］   エ～ク ［略］ 

  ケ 国民健康保険法第１１６条の２の規定によ

り他の市町村の区域内に住所を有するとみな

される者 

  ケ 国民健康保険法第１１６条の２の規定によ

り他の市町村が行う国民健康保険の被保険者

である者 

  コ 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条

及び第５５条の２の規定により、後期高齢者

医療広域連合（埼玉県後期高齢者医療広域連

合を除く。）が行う後期高齢者医療の被保険

者である者 

  コ 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条

第１項又は第２項の規定により、後期高齢者

医療広域連合（埼玉県後期高齢者医療広域連

合を除く。）が行う後期高齢者医療の被保険

者である者 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 国民健康保険法第１１６条の２の規定により

本市の区域内に住所を有するとみなされる者 

 国民健康保険法第１１６条の２第１項又は第

２項の規定により本市が行う国民健康保険の被

保険者である者 

 ［略］    ［略］ 

 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の

２の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連

合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、

  本市の区域内に住所を有するとみなされていた

もの 

 ［略］  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （さいたま市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

第２条 さいたま市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年さいたま市条例第１３

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

 （保険料を徴収すべき被保険者）  （保険料を徴収すべき被保険者）

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に

掲げる被保険者とする。

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に

掲げる被保険者とする。

 ［略］  ［略］

 法第５５条第１項（法第５５条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

 法第５５条第１項の規定の適用を受ける被保

険者であって、病院等（同項に規定する病院等



受ける被保険者であって、病院等（法第５５条

第１項に規定する病院等をいう。以下同じ。）

に入院等（同項に規定する入院等をいう。以下

同じ。）をした際市内に住所を有していた被保

険者

をいう。次号において同じ。）に入院等（同項

に規定する入院等をいう。次号において同じ。

）をした際市内に住所を有していた被保険者

 法第５５条第２項第１号（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける被保険者であって、継続して入院

等をしている２以上の病院等のうち最初の病院

等に入院等をした際市内に住所を有していた被

保険者

 法第５５条第２項第１号の規定の適用を受け

る被保険者であって、継続して入院等をしてい

る２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等

をした際市内に住所を有していた被保険者

 法第５５条第２項第２号（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける被保険者であって、最後に行った

法第５５条第２項第２号に規定する特定住所変

更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に

住所を有していた被保険者

 法第５５条第２項第２号の規定の適用を受け

る被保険者であって、最後に行った同号に規定

する特定住所変更に係る同号に規定する継続入

院等の際市内に住所を有していた被保険者

 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける

被保険者であって、国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び

第２項の規定の適用を受け、これらの規定によ

り市内に住所を有するものとみなされた国民健

康保険の被保険者であった被保険者

   附 則    附 則

１ ［略］ １ ［略］

 （平成２０年度における被扶養者であった被保険

者に係る保険料の徴収の特例）

２ 平成２０年度における被扶養者であった被保険

者（法第９９条第２項に規定する被扶養者であっ

た被保険者をいう。次項において同じ。）に係る

納期は、第４条第１項の規定にかかわらず、次の

とおりとする。

第１期 １０月１０日から同月３１日まで

第２期 １１月１０日から同月３０日まで

第３期 １２月１０日から同月３１日まで

第４期 １月１０日から同月３１日まで

第５期 ２月１０日から同月末日まで

３ 平成２０年度において、被扶養者であった被保

険者に係る納期について第４条第２項の規定を適

用する場合においては、同項中「別に定める」と

あるのは、「１０月１０日以後における別に定め

る時期とする」とする。

２ ［略］ ４ ［略］

３ ［略］ ５ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２３号 

さいたま市子ども家庭総合センター条例の一部を改正する条例

さいたま市子ども家庭総合センター条例（平成２９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

目次

 第１章 総則（第１条―第３条）

 第２章 児童心理治療施設（第４条―第８条）

 第３章 診療所（第９条―第１３条）

 第４章 市民コンタクトスクエア（第１４条―第

２２条）

 第５章 雑則（第２３条―第２７条）

 附則

   第１章 総則

第１条 ［略］ 第１条 ［略］

 （業務）  （業務）

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。 第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 ［略］  ［略］

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第１２条第２項に規定する

業務に関すること。

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

１２条第２項に規定する業務に関すること。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 子どもの心理治療に関すること。

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 （センターの構成）  （センターの構成）

第３条 前条に規定する業務を行うため、センター

に次に掲げる専門相談機関を置く。

第３条 前条に規定する業務を行うため、センター

に次に掲げる専門相談機関を置く。



  ～  ［略］   ～  ［略］

 次条第１項に規定する児童心理治療施設  子どもケアホーム

２ 前項に掲げるもののほか、センターに、診療所

並びにぱれっとひろば、中高生活動スペース、多

目的ホール、バンドスタジオ、ダンススタジオ、

調理室その他規則で定める施設及びこれらの附属

設備（以下「市民コンタクトスクエア」という。

）を置く。

２ 前項に掲げるもののほか、センターに、ぱれっ

とひろば、中高生活動スペース、多目的ホール、

バンドスタジオ、ダンススタジオ、調理室その他

規則で定める施設及びこれらの附属設備（以下「

市民コンタクトスクエア」という。）を置く。

   第２章 児童心理治療施設

 （設置）

第４条 センターの目的を達成するため、法第４３

条の２に規定する児童心理治療施設（以下「児童

心理治療施設」という。）を設置する。

２ 児童心理治療施設の名称は、子どもケアホーム

とする。

 （定員）

第５条 児童心理治療施設の定員は、次のとおりと

する。

 入所部 １０人 

 通所部 ２０人 

 （利用対象者）

第６条 児童心理治療施設の利用対象者は、法第２

７条第１項第３号の規定による措置（児童心理治

療施設に係るものに限る。）に係る者とする。

 （費用徴収）

第７条 市長は、入所後に要する費用を法第５６条

第２項の規定により本人又はその扶養義務者から

徴収する。

 （費用の減免）

第８条 市長は、必要があると認めるときは、前条

の費用を減額し、又は免除することができる。

   第３章 診療所

 （名称）

第９条 診療所の名称は、子ども家庭総合センター

内診療室とする。

 （診療科目）

第１０条 診療所の診療科目は、児童・思春期精神

科とする。



 （使用料）

第１１条 診療所において診療又は検査を受けた者

は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７

６条第２項（同法第１４９条において準用する場

合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に

要する費用の額の算定方法により算定した額の使

用料を納付しなければならない。

 （手数料）

第１２条 診療所において診断書、証明書等の交付

を受けようとする者は、１通につき５，０００円

に１００分の１０８を乗じて得た額以内において

市長が定める手数料を納付しなければならない。

 （使用料等の減免）

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、第

１１条又は前条に規定する使用料又は手数料を減

額し、又は免除することができる。

   第４章 市民コンタクトスクエア

第１４条 ［略］ 第４条 ［略］

第１５条 ［略］ 第５条 ［略］

第１６条 ［略］ 第６条 ［略］

第１７条 ［略］ 第７条 ［略］

第１８条 ［略］ 第８条 ［略］

 （利用の制限）

第９条 市長は、センターの利用について、次の各

号のいずれかに該当すると認めるときは、その利

用に条件を付し、又はその利用を拒否することが

できる。

 センターの設置の目的に反するとき。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある

とき。

 センターを損傷し、又は滅失するおそれがあ

るとき。

 前３号に掲げるもののほか、センターの管理

上支障があるとき、又は市長が適当でないと認

めるとき。



 （利用権の譲渡等の禁止）  （利用権の譲渡等の禁止）

第１９条 前条の利用の許可を受けたもの（以下「

貸出施設等の利用者」という。）は、その権利を

他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

第１０条 第８条の利用の許可を受けたもの（以下

「貸出施設等の利用者」という。）は、その権利

を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

 （特別の設備等の制限）

第１１条 センターを利用する者（以下「利用者」

という。）は、市民コンタクトスクエアを利用す

るに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物

品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。

第２０条 ［略］ 第１２条 ［略］

 （特別の設備等の制限）

第２１条 センターを利用する者（以下「利用者」

という。）は、市民コンタクトスクエアを利用す

るに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物

品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長

の許可を受けなければならない。

 （入館の禁止等）

第１３条 市長は、センター内の秩序を乱し、若し

くは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのお

それのある者の入館を禁止し、又はその者の退館

を命じることができる。

 （原状回復の義務）  （原状回復の義務）

第２２条 利用者は、市民コンタクトスクエアの利

用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に

回復し、又は搬入した物件を撤去しなければなら

ない。第２０条第１項の規定により利用の停止若

しくは許可の取消しの処分を受けたとき、次条の

規定により利用を拒否されたとき、又は第２４条

の規定により退館を命じられたときも、同様とす

る。

第１４条 利用者は、市民コンタクトスクエアの利

用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に

回復し、又は搬入した物件を撤去しなければなら

 ない。第９条の規定により利用を拒否されたとき、

 第１２条第１項の規定により利用の停止若しくは

許可の取消しの処分を受けたとき、又は前条の規

定により退館を命じられたときも、同様とする。

２ ［略］ ２ ［略］

   第５章 雑則

 （利用の制限）

第２３条 市長は、センターの利用について、次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その

利用に条件を付し、又はその利用を拒否すること

ができる。

 センターの設置の目的に反するとき。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある

とき。



 センターを損傷し、又は滅失するおそれがあ

るとき。

 前３号に掲げるもののほか、センターの管理

上支障があるとき、又は市長が適当でないと認

めるとき。

 （入館の禁止等）

第２４条 市長は、センター内の秩序を乱し、若し

くは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのお

それのある者の入館を禁止し、又はその者の退館

を命じることができる。

第２５条 ［略］ 第１５条 ［略］

 （指定管理者による管理）  （指定管理者による管理）

第２６条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法

人その他の団体であって市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に、センターの管理

に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせる

ことができる。

第１６条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法

人その他の団体であって市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に、センターの管理

に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせる

ことができる。

 第２条第１号及び第８号から第１１号までに

掲げる業務

 第２条第１号及び第７号から第１０号までに

掲げる業務

  ・  ［略］   ・  ［略］

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲

げる業務を指定管理者に行わせることができる。

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲

げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第１４条第１項の規定にかかわらず、センタ

ーの管理上必要があると認めるときに、市長の

承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日

に業務を行うこと。

 第４条第１項の規定にかかわらず、センター

の管理上必要があると認めるときに、市長の承

認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に

業務を行うこと。

 第１５条第１項の規定にかかわらず、特に必

要があると認めるときに、市長の承認を得て、

利用時間を変更すること。

 第５条第１項の規定にかかわらず、特に必要

があると認めるときに、市長の承認を得て、利

用時間を変更すること。

 第１７条本文の規定にかかわらず、センター

の管理上必要があると認めるときに、市長の承

認を得て、引き続いて利用することができる期

間を変更すること。

 第７条本文の規定にかかわらず、センターの

管理上必要があると認めるときに、市長の承認

を得て、引き続いて利用することができる期間

を変更すること。

 第１８条第１項の規定により、貸出施設等の

利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許

可をすること又は同条第２項の規定により、許

可に条件を付すること。

 第８条第１項の規定により、貸出施設等の利

用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可

をすること又は同条第２項の規定により、許可

に条件を付すること。

 第２０条第１項の規定により、同項第１号か

ら第３号までのいずれかに該当するとき、利用

の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わ

ないとき、又はセンターの管理上特に必要があ

るときに、許可に係る利用の条件を変更し、若

しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

 第９条の規定により、同条第１号から第３号

までのいずれかに該当すると認めるとき、又は

センターの管理上支障があるとき、若しくはセ

ンターを利用させることが適当でないと認める

ときに、利用に条件を付し、又は利用を拒否す

ること。

 第２１条の規定により、特別の設備をし、又

は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許

 第１１条の規定により、特別の設備をし、又

は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許



可をすること。 可をすること。

 第２３条の規定により、同条第１号から第３

号までのいずれかに該当すると認めるとき、又

はセンターの管理上支障があるとき、若しくは

センターを利用させることが適当でないと認め

るときに、利用に条件を付し、又は利用を拒否

すること。

 第１２条第１項の規定により、同項第１号か

ら第３号までのいずれかに該当するとき、利用

の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わ

ないとき、又はセンターの管理上特に必要があ

るときに、許可に係る利用の条件を変更し、若

しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

 第２４条の規定により、入館を禁止し、又は

退館を命じること。

 第１３条の規定により、入館を禁止し、又は

退館を命じること。

第２７条 ［略］ 第１７条 ［略］

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

 （さいたま市こころの健康センター条例の一部改正）

２ さいたま市こころの健康センター条例（平成１４年さいたま市条例第１０３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

（使用料及び手数料）

第３条 センターの施設の利用又はセンターにおい

て行う業務については、この条例の定めるところ

により使用料及び手数料（以下「使用料等」とい

う。）を徴収する。

２ 使用料の額は、健康保険法（大正１１年法律第

７０号）第７６条第２項の規定により、厚生労働

大臣が定める療養に要する費用の額の算定方法を

基準として規則で定める額とする。

３ 診断書及び証明書の交付の手数料の額は、１通

につき１，５３０円の範囲内で規則で定めるもの

とする。

（使用料等の徴収）

第４条 使用料等は、その都度これを徴収するもの



とする。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。

（使用料等の減免）

第５条 市長は、必要があると認めるときは、使用

料等を減額し、又は免除することができる。

第３条 ［略］ 第６条 ［略］

第４条 ［略］ 第７条 ［略］



さいたま市条例第２４号 

   さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、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。以下「法」という。）第３条第１項及び第

３項の規定に基づき、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量

型認定こども園（以下「認定こども園」という。）の認定の要件について定めるも

のとする。 

（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。 

 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２５条の規定に

より幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第７条において同じ。

）に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時

間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者

に対する教育を行う幼稚園 

  イ 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が 

   一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの 

（ア） 当該施設を構成する保育機能施設において、満３歳以上の子どもに対し学

校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当

該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体

制が確保されているもの 

（イ） 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施

設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの 

 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当

該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保育し、かつ、満３歳以

上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を



行う保育所をいう。 

 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、

当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保育し、かつ、満３歳

以上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保育

を行う保育機能施設をいう。 

 園児 認定こども園に在籍する子どもをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法において使用する用語

の例による。 

 （職員の配置の基準） 

第３条 認定こども園には、次に掲げる基準に適合する数の教育及び保育に従事する

者を置き、かつ、常時２人を下回ってはならない。 

 満１歳未満の園児おおむね３人につき１人以上 

 満１歳以上満３歳未満の園児おおむね６人につき１人以上 

 満３歳以上満４歳未満の園児おおむね２０人につき１人以上 

 満４歳以上の園児おおむね３０人につき１人以上 

２ 認定こども園には、学級ごとに担任する職員（以下「学級担任」という。）を１

人以上置かなければならない。 

３ 認定こども園には、多様な機能を一体的に提供するため、認定こども園の長（以

下「園長」という。）を置かなければならない。この場合において、前条第１項第

１号イに規定する幼稚園型認定こども園にあっては、幼稚園又は保育機能施設の施

設長とは別に園長を置くこと又はこれらの施設長のいずれかが園長を兼ねることが

できる。 

４ 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

 調理業務の全部を委託する場合

 第１７条の規定により認定こども園外から食事を搬入する場合 

５ 認定こども園には、嘱託医その他市長が別に定める者を置かなければならない。 

（職員の資格） 

第４条 前条第１項の規定により認定こども園に置かれる職員のうち満３歳未満の園



児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。 

２ 前条第１項の規定により認定こども園に置かれる職員のうち満３歳以上の園児の

教育及び保育に従事する者は、幼稚園教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和２

４年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。）及

び保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園教諭の普通免許状

及び保育士の資格を有する者とすることが困難であると市長が認めるときは、幼稚

園教諭の普通免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者とすることができる。 

３ 前項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭の普通免許状を有す

る者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こど

も園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園教諭の普通免許状を有する者と

することが困難であると市長が認めるときは、保育士の資格を有する者であり、か

つ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、幼稚園教諭

の普通免許状の取得に向けた努力を行っているものとすることができる。 

４ 第２項ただし書の規定にかかわらず、満３歳以上の園児のうち保育所と同様に１

日に８時間程度利用する園児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でな

ければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認

定を受ける場合であって当該園児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者と

することが困難であると市長が認めるときは、幼稚園教諭の普通免許状を有する者

であり、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、

保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものとすることができる。 

５ 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよ

う管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。 

 （学級の編制の基準） 

第５条 満３歳以上の園児であって、幼稚園と同様に１日に４時間程度利用するもの

及び保育所と同様に１日に８時間程度利用するものに共通の４時間程度の利用時間

については、学級を編成しなくてはならない。 

２ １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の学級については２０人以下とし、

満４歳以上の学級については３５人以下とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、満３歳以上満４歳未満の園児の学級について、学級担



任を２人以上置く場合にあっては、１学級の園児の数を３５人以下とすることがで

きる。 

 （施設設備の基準） 

第６条 第２条第１項第１号イに規定する幼稚園型認定こども園は、その用に供され 

 る建物及びその附属設備が同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、 

 次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 

 園児の移動時の安全が確保されていること。 

２ 認定こども園の園舎（以下「園舎」という。）の面積（満３歳未満の園児の保育

を行う場合にあっては、満２歳以上満３歳未満の園児の保育の用に供する保育室、

遊戯室その他の設備の面積及び満２歳未満の園児の保育の用に供する乳児室、ほふ

く室その他の設備の面積を除く。第９項ただし書において同じ。）は、次の表の左 

 欄に掲げる学級数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上でなければならない。 

 ただし、既存施設（幼稚園、保育所及び保育機能施設をいう。以下この条において

同じ。）が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合

であって、同項本文（満２歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、同項本文及

び第１３項）に規定する基準を満たすときは、この限りでない。 

学級数 面積（平方メートル） 

１学級 １８０ 

２学級以上 ３２０＋１００×（学級数－２） 

３ 園舎は、２階建て以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、３階建

て以上とすることができる。 

４ 認定こども園には、次に掲げる設備を備えなければならない。 

 保育室又は遊戯室 

 屋外遊戯場 

 調理室 

 乳児室又はほふく室（満２歳未満の園児の保育を行う場合に限る。） 

５ 前項第１号及び第４号に掲げる設備（以下この条において「保育室等」という。

）は、１階に設けるものとする。 

６ 前項の規定にかかわらず、園舎が第２０条第１項において読み替えて準用するさ



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）第４４条第７号ア、イ及びカに掲げる要件を満たすときは、保育室

等を２階に設けることができる。 

７ 第５項の規定にかかわらず、既存施設が保育所型認定こども園及び地方裁量型認

定こども園の認定を受ける場合において、第３項ただし書の規定により園舎を３階

建て以上とする場合であって、第２０条第１項において読み替えて準用するさいた

ま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第４４条第７号イからクまで

に掲げる要件を満たすときは、保育室等を３階以上の階に設けることができる。 

８ 前項の場合において、３階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満３

歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。 

９ 保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の園児１人につき１．９８平方メートル

以上でなければならない。ただし、満３歳以上の園児については、既存施設が幼稚

園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その

園舎の面積が第２項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。 

１０ 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既

存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合で

あって第１号に掲げる基準を満たすときは第２号に掲げる基準を満たすことを要せ

ず、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であっ 

 て第２号に掲げる基準を満たすときは第１号に掲げる基準を満たすことを要しない。 

 満２歳以上の園児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、同表の右欄に定める面積に、満２歳以上

満３歳未満の園児について前号の規定により算出した面積を加えた面積以上であ

ること。 

学級数 面積（平方メートル） 

２学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１） 

３学級以上 ４００＋８０×（学級数－３） 

１１ 屋外遊戯場は、園舎と同一の又は隣接する敷地内に設けなければならない。た

だし、保育所型認定こども園（市長が特に認めたものに限る。）又は地方裁量型認

定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の

付近にある適当な場所に代えることができる。 



 園児が安全に利用できる場所であること。 

 利用時間を日常的に確保できる場所であること。 

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 

 前項に規定する屋外遊戯場の面積の基準を満たす場所であること。 

１２ 第４項第３号の規定にかかわらず、第１７条に規定する方法又は幼稚園型認定

こども園において２０人未満の園児に対し当該幼稚園型認定こども園内で調理する

方法により食事の提供を行う場合は、調理室を備えないことができる。この場合に

おいて、認定こども園には、当該認定こども園で行う調理のために必要な加熱、保

存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

１３ 乳児室又はほふく室の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。 

 満１歳未満の園児１人につき、保育所型認定こども園にあっては５平方メート

ル以上（市長が特に認めたものにあっては、３．３平方メートル以上）、幼稚園

型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては３．３平方メートル以上 

 満１歳以上満２歳未満の園児１人につき３．３平方メートル以上 

 （教育及び保育の内容） 

第７条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第６条の規定により幼保連

携型認定こども園教育・保育要領（法第１０条第１項の規定により主務大臣が定め

る幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を

いう。）を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針（児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する

厚生労働大臣が定める指針をいう。）に基づかなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、認定こども園における教育及び保育の内容は、認定こ

ども園に固有の事情として市長が別に定める事項に配慮したものでなければならな

い。

（職員の資質の向上） 

第８条 認定こども園は、市長が別に定める事項に留意して、園児の教育及び保育に

従事する者の資質の向上を図らなければならない。 

（教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間） 

第９条 保育を必要とする園児に対する教育及び保育の時間は、１日につき８時間を



原則とし、園児の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めな

ければならない。 

２ 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする園児に対する教育及

び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定め

なければならない。 

（子育て支援事業） 

第１０条 認定こども園は、市長が別に定める事項に留意して、子育て支援事業を実

施しなければならない。 

（情報開示） 

第１１条 認定こども園は、保護者が多様な施設から適切に選択できるよう、開園日

数、開園時間、子育て支援事業等に関する情報の開示に努めなければならない。 

（公正な入園の選考） 

第１２条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひと

り親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等の特別な配慮が必要な子ど

もの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなけれ

ばならない。 

２ 認定こども園は、市との連携を図り、前項の特別な配慮が必要な子どもの受入れ

に適切に配慮しなければならない。 

（園児の健康及び安全の確保等） 

第１３条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等園児の健康及び安全を確保する体制

を整えなければならない。 

２ 認定こども園は、当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑

に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通じて、補償の体制

を整えなければならない。 

（自己評価及び外部評価） 

第１４条 認定こども園は、当該認定こども園における教育及び保育並びに子育て支

援事業の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表する

ものとする。 

２ 前項の評価を行うに当たっては、認定こども園は、その実情に応じ、適切な項目



を設定して行うものとする。 

３ 認定こども園は、第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該認定こども園の

園児の保護者その他の認定こども園の関係者（当該認定こども園の職員を除く。）

による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 

４ 認定こども園は、当該認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業

の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けて、その

結果を公表するよう努めるものとする。 

（掲示） 

第１５条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が

認定こども園である旨の掲示をしなければならない。 

 （園児及び職員の健康診断） 

第１６条 園長は、園児に対し、入園時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健

康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に規定

する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 前項の定期健康診断のうち１回は、６月３０日までに行うものとする。 

３ 園長は、第１項の規定にかかわらず、園児の入園前の健康診断が行われた場合で

あって、当該健康診断が園児に対する入園時の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、入園時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

この場合において、園長は、園児の入園前の健康診断の結果を把握しなければなら

ない。 

４ 認定こども園の職員の健康診断に当たっては、特に園児の食事を調理する者につ

いて、綿密な注意を払わなければならない。 

 （食事の提供の特例） 

第１７条 認定こども園（保育所型認定こども園を除く。以下この条において同じ。

）は、市長が適当と認める場合には、第２０条第１項において読み替えて準用する

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第１４条第１項の規定 

 にかかわらず、当該認定こども園の満３歳以上の園児に対する食事の提供について、 

 当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。 

 （学校教育法施行規則の準用） 



第１８条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５４条の規定は、

認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは

「さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例（平成３０年さいたま市条例第２４号）第２条第

１項第４号に規定する園児（以下この条において「園児」という。）が」と、「児

童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。 

 （幼稚園設置基準の準用） 

第１９条 幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３２号）第７条の規定は、認定こ

ども園について準用する。この場合において、同条第１項中「幼児の教育上」とあ

るのは「その運営上」と、同条第２項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読

み替えるものとする。 

（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準用） 

第２０条 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第４条、第５

条第１項、第２項及び第４項、第６条、第１０条、第１１条、第１４条（第４項た

だし書を除く。）、第１９条、第２０条第１項及び第３項、第４４条第７号並びに

第４８条の規定は、認定こども園について準用する。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

げる字句に読み替えるものとする。 

第４条の見出し及

び同条第２項 

最低基準 認定要件に定める基準 

第４条第１項 最低基準 さいたま市幼稚園型認定こども園、保育

所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例（平成

３０年さいたま市条例第２４号。以下「

認定要件を定める条例」という。）に規

定する幼稚園型認定こども園、保育所型

認定こども園及び地方裁量型認定こども

園（以下「認定こども園」という。）の

認定の要件（以下「認定要件」という。

）に定める基準 

第５条第１項 入所者 認定要件を定める条例第２条第１項第４

号に規定する園児（以下「園児」という。

） 



第５条第２項及び

第１４条第５項 

児童の 園児の 

第５条第４項 法 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） 

それぞれの施設 認定こども園 

第１０条の見出し 入所した者 園児 

第１０条、第１４

条第２項及び第３

項並びに第２０条

第１項 

入所者 園児 

第１０条 又は入所 又は入園 

第１１条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 

第１４条第１項 入所者 保育を必要とする子どもに該当する園児

第９条 認定要件を定める条例第２０条第２項に

おいて読み替えて準用する第９条 

社会福祉施設 学校、社会福祉施設等 

第１９条 利用者 園児 

第２０条第１項 援助 教育及び保育（満３歳未満の園児につい

ては、その保育。以下同じ。）並びに子

育ての支援 

第２０条第３項 援助に関し、当

該措置又は助産

の実施、母子保

護の実施若しく

は保育の提供若

しくは法第２４

条第５項若しく

は第６項の規定

による措置に係

る 

教育及び保育並びに子育ての支援につい

て、 

第４４条第７号ア 耐火建築物又は

同条第９号の３

に規定する準耐

火建築物（同号

ロに該当するも

のを除く。） 

耐火建築物（既存施設（幼稚園、保育所

及び保育機能施設をいう。）が保育所型

認定こども園又は地方裁量型認定こども

園の認定を受ける場合にあっては、耐火

建築物又は同条第９号の３に規定する準

耐火建築物（同号ロに該当するものを除

く。）） 

第４４条第７号イ

及びウ 

施設又は設備 設備 



第４４条第７号エ、

オ及びク 

保育所 認定こども園 

第４４条第７号カ 乳幼児 園児 

第４８条 保育所の長 園長 

 入所している乳

幼児 

園児 

保育 教育及び保育 

２ 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第９条の規定は、認

定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中

「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は

社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の

設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備

については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要

に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は」と、「設備及び職員」

とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置

する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、 

 設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、「入所者の居室及び各施設に特

有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「園

児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室及

び遊戯室」と読み替えるものとする。

 （さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の準用） 

第２１条 さいたま市幼保連携型認定こども園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５１号）第８条の規定は、認定こども園について準用

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日において現に存する幼稚園型認定こども園の入園時の

健康診断及び定期健康診断については、平成３１年３月３１日までの間は、第１６

条第１項及び第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 



さいたま市条例第２５号 

   さいたま市幼保連携型認定こども園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

さいたま市幼保連携型認定こども園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５１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

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用）

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用）

第１５条 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第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第８条、第１０条から第

１２条まで、第１４条（第４項ただし書を除く。

）、第１９条、第２０条第１項、第３項及び第４

項、第４４条第７号並びに第４８条の規定は、幼

保連携型認定こども園について準用する。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

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１５条 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第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第８条、第１０条から第１２条ま

で、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１

９条、第２０条第１項、第３項及び第４項、第４

４条第７号並びに第４８条の規定は、幼保連携型

認定こども園について準用する。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

る字句に読み替えるものとする。

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２６号 

   さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額

を定める条例の一部を改正する条例

さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定

める条例（平成２７年さいたま市条例第２０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

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２

７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９

条第３項第２号及び第３０条第２項各号の規定に

より支給認定保護者の属する世帯の所得の状況そ

の他の事情を勘案して市が定める額（以下「利用

者負担額」という。）を定めるものとする。

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２

７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９

条第３項第２号及び第３０条第２項各号の規定に

より支給認定保護者の属する世帯の所得の状況そ

の他の事情を勘案して市が定める額（市立幼稚園

に係るものを除く。以下「利用者負担額」という。

）を定めるものとする。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第２７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

 （課税額）  （課税額）

第３条 前条の者に対して課する国民健康保険税の

課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

算額とする。

第３条 前条の者に対して課する国民健康保険税の

課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した基礎課税額（国民

健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用（

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）の規定による前期高齢者納付金等の

納付に要する費用を含み、同法の規定による後期

高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」と

いう。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３

号）の規定による納付金の納付に要する費用を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等課税

額（国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等

の納付に要する費用に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。）並びに当該世帯

主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者

のうち同法第９条第２号に規定する被保険者であ

るものにつき算定した介護納付金課税額（国民健

康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付

に要する費用に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。）の合算額とする。

 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険に関する特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（

昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民

健康保険事業費納付金（以下この条において「

国民健康保険事業費納付金」という。）の納付

に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号

）の規定による後期高齢者支援金等（以下この



条において「後期高齢者支援金等」という。）

及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下この条において「介護

納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。）

 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する後期高齢者支援金等の納

付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。）

 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被

保険者のうち、介護保険法第９条第２号に規定

する第２号被保険者であるものをいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民

健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する介護納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充

てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。）

２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者

（前条第１項の世帯主及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に

係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が５４万円を超える場合においては、基礎課税額

は、５４万円とする。

２ 前項の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条

第１項の世帯主及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に係る世

帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下

同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が５

２万円を超える場合においては、基礎課税額は、

５２万円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、

国保課税被保険者につき算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１９万円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、１９万円とする。

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、国保課

税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者

均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

１６万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、１６万円とする。

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付

金課税被保険者（国保課税被保険者のうち介護保

険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの

をいう。以下同じ。）につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が１６万円を超える場合においては、介

護納付金課税額は、１６万円とする。

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税

被保険者（国保課税被保険者のうち介護保険法第

 ９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が１３万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は、１３万円とする。

 （基礎課税額に係る被保険者均等割額）  （基礎課税額に係る被保険者均等割額）

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、国保

課税被保険者１人について２万９，３００円とす

る。

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、国保

課税被保険者１人について２万９，２００円とす

る。

 （後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額）  （後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額）

第６条 第３条第３項の所得割額は、国保課税被保 第６条 第３条第３項の所得割額は、国保課税被保



険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分

の１．９３を乗じて算定する。

険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分

の１．９を乗じて算定する。

 （後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等

割額）

 （後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等

割額）

第７条 第３条第３項の被保険者均等割額は、国保

課税被保険者１人について７，６００円とする。

第７条 第３条第３項の被保険者均等割額は、国保

課税被保険者１人について７，４００円とする。

 （介護納付金課税額に係る所得割額）  （介護納付金課税額に係る所得割額）

第８条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課

税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１

００分の１．９３を乗じて算定する。

第８条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課

税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１

００分の１．９を乗じて算定する。

 （介護納付金課税額に係る被保険者均等割額）  （介護納付金課税額に係る被保険者均等割額）

第９条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護

納付金課税被保険者１人について９，２００円と

する。

第９条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護

納付金課税被保険者１人について８，９００円と

する。

 （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）  （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、

 その消滅した日（国民健康保険法第６条第１号か

ら第８号までのいずれかに該当することにより納

税義務が消滅した場合において、その消滅した日

が月の初日であるときは、その前日）の属する月

の前月まで、月割をもって算定した第３条第１項

の額を課する。

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、

 その消滅した日（国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）第６条第１号から第８号までのい

ずれかに該当することにより納税義務が消滅した

場合において、その消滅した日が月の初日である

ときは、その前日）の属する月の前月まで、月割

をもって算定した第３条第１項の額を課する。

３～８ ［略］ ３～８ ［略］

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５４万円を超える場合には、５４万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１９万円を超える場合には、１９万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１６万円を超える場合には、１６

万円）の合算額とする。

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５２万円を超える場合には、５２万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１３万円を超える場合には、１３

万円）の合算額とする。

 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に

国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に

国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の



世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき

算定した法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控

除額については、法第３１３条第３項、第４項

又は第５項の規定を適用せず、また、所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、

第３項又は第４項の規定の例によらないものと

する。以下この号中山林所得金額の算定につい

ても同様とする。次号及び第３号において同じ。

  ）及び山林所得金額の合算額が、法第３１４条

の２第２項に規定する金額を超えない世帯に係

る納税義務者

世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき

算定した法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控

除額については、法第３１３条第３項、第４項

又は第５項の規定を適用せず、また、所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、

第３項又は第４項の規定の例によらないものと

する。以下この号中山林所得金額の算定につい

ても同様とする。次号及び第３号において同じ。

  ）及び山林所得金額の合算額が、法第３１４条

の２第２項に規定する金額を超えない世帯に係

る納税義務者

  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ２０，５１０円

  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ２０，４４０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

５，３２０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

５，１８０円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ６

，４４０円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ６

，２３０円

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２７万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２７万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。）

  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について １４，６５０円

  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について １４，６００円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

３，８００円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

３，７００円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ４

，６００円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ４

，４５０円

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に４９万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に４９万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ５，８６０円

  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ５，８４０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

１，５２０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

１，４８０円



  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について １

，８４０円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について １

，７８０円

２ ［略］ ２ ［略］

 （特例対象被保険者等に係る申告）

第２２条の２ 国民健康保険税の納税義務者である

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等である場合には、当該納税義務者は、離職

理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記

載した申告書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するに当たり、当該納税義

務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２

第１項第１号に規定するものをいう。）その他の

特例対象被保険者等であることの事実を証明する

書類の提示を求められた場合においては、これを

提示しなければならない。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２２条の次に１条を

加える改正は、公布の日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例第３条、第５条から第９

条まで及び第２１条第１項の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。



さいたま市条例第２８号 

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例

さいたま市介護保険条例（平成１３年さいたま市条例第１８６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

 （保険料率等）  （保険料率等）

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる法第９

条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１

号被保険者」という。）の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる法第９

条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１

号被保険者」という。）の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３２，５２８円

 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３１，５７８円

 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３９，

０３４円

 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３７，

８９３円

 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４２，

２８７円

 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４１，

０５１円

 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５５，

２９８円

 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５３，

６８２円

 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６５，

０５６円

 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６３，

１５５円

 次のいずれかに該当する者 ７１，５６２円  次のいずれかに該当する者 ６９，４７１円

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額とす

る。以下この項において同じ。）が１２５万

円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）が

１２５万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの



  イ ［略］   イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 ８４，５７３円  次のいずれかに該当する者 ８２，１０２円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 ９７，５８４円  次のいずれかに該当する者 ９４，７３３円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 １１０，５９６

円

 次のいずれかに該当する者 １０７，３６４

円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 １３０，１１２

円

 次のいずれかに該当する者 １２３，１５３

円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 １４６，３７６

円

 次のいずれかに該当する者 １３８，９４１

円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 前各号のいずれにも該当しない者 １６５，

８９３円

 前各号のいずれにも該当しない者 １５４，

７３０円

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について、

令第３９条第５項の規定による保険料の減額賦課

に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年

度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

 ２９，２７６円とする。

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について、

令第３９条第５項の規定による保険料の減額賦課

に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年

度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

 ２８，４２０円とする。

３ ［略］ ３ ［略］

第１４条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被

保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属

する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、

 法第２０２条第１項の規定により文書その他の物

件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

 又は同項の規定による当該職員の質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１０

万円以下の過料に処する。

第１４条 被保険者、第１号被保険者の配偶者若し

くは第１号被保険者の属する世帯の世帯主その他

その世帯に属する者又はこれらであった者が正当

な理由なしに、法第２０２条第１項の規定により

文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられ

てこれに従わず、又は同項の規定による当該職員

の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を

したときは、１０万円以下の過料に処する。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１４条の改正は、公

布の日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第３条第１項及び第２項の規定

は、平成３０年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分までの保

険料については、なお従前の例による。



さいたま市条例第２９号 

   さいたま市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 

目次 

 第１章 趣旨、基本方針等（第１条―第３条） 

 第２章 人員に関する基準（第４条） 

 第３章 施設及び設備に関する基準（第５条・第６条） 

 第４章 運営に関する基準（第７条―第４２条） 

 第５章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 

  第１節 この章の趣旨及び基本方針（第４３条・第４４条） 

  第２節 施設及び設備に関する基準（第４５条） 

  第３節 運営に関する基準（第４６条―第５４条） 

 附則 

   第１章 趣旨、基本方針等 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１１条第１項から第３項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定めるものとする。 

 （基本方針） 

第２条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画

に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その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。 

２ 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護

医療院サービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、市、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下

同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。第４４条第２

項において同じ。）、他の介護保険施設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密接な連携に努めなければならない。 



 （定義） 

第３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。 

 療養床 療養室のうち、入所者１人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分

をいう。 

 Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であっ

て、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させ

るためのものをいう。 

 Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。 

   第２章 人員に関する基準 

 （条例で定める従業者の員数） 

第４条 介護医療院に置くべき従業者及びその員数は、医師及び看護師については介

護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令

第５号。以下「省令」という。）第４条に定めるとおりとし、介護支援専門員及び

介護その他の業務に従事する従業者については次のとおりとする。 

 薬剤師 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者（以

下この項において「Ⅰ型入所者」という。）の数を１５０で除した数に、介護医

療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者（以下この項において「Ⅱ型入所者」と

いう。）の数を３００で除した数を加えて得た数以上 

 准看護師 常勤換算方法で、看護師を含め、介護医療院の入所者の数を６で除

した数以上 

 介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、Ⅱ型入所者の

数を６で除した数を加えて得た数以上 

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数 

 栄養士 入所定員１００以上の介護医療院にあっては、１以上 

 介護支援専門員 １以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を

標準とする。） 

 診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数 

 調理員、事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数 



２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合

は、推定数による。 

３ 第１項の常勤換算方法は、当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の

総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することによ

り常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

４ 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、介護医療院（ユニット型介護医療院（第４３条に規定するユニット

型介護医療院をいう。以下この項において同じ。）を除く。以下この項において同

じ。）にユニット型介護医療院を併設する場合の介護医療院及びユニット型介護医

療院の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

５ 介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければな

らない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務

に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する医療機関併設

型介護医療院の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入

所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病

院又は診療所の職務に従事することができる。 

６ 第１項第１号、第３号、第４号及び第６号の規定にかかわらず、併設型小規模介

護医療院（医療機関併設型介護医療院（病院又は診療所に併設され、入所者の療養

生活の支援を目的とする介護医療院をいう。）のうち、入所定員が１９人以下のも

のをいう。以下この項において同じ。）の薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。 

 薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される医療機関

が病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診

療所の医師により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、置かないことができること。 

 介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で

除した数以上 

 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数 



   第３章 施設及び設備に関する基準 

（条例で定める施設） 

第５条 介護医療院は、省令第５条においてその基準を定める療養室、診察室、処置

室及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。 

 談話室 

 食堂 

 浴室 

 レクリエーション・ルーム 

 洗面所 

 便所 

 サービス・ステーション 

 調理室 

 洗濯室又は洗濯場 

 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 

 食堂 内法による測定で、入所者１人当たり１平方メートル以上の面積を有す

ること。 

 浴室 

  ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設け

ること。 

 レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、 

  必要な設備を備えること。 

 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

３ 第１項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければな

らない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

 （構造設備の基準） 



第６条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

 介護医療院の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。

以下同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条 

  第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第４５条において同じ。 

  ）とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての介

護医療院の建物にあっては、準耐火建築物（建築基準法第２条第９号の３に規定

する準耐火建築物をいう。以下この条及び第４５条において同じ。）とすること

ができる。 

  ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下この項及び第４５

条第４項において「療養室等」という。）を２階及び地階のいずれにも設けて

いないこと。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。 

(ｱ) 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第３

２条の規定による計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要

な事項を定めること。 

(ｲ) 第３２条の規定による訓練については、同条の計画に従い、昼間及び夜間

において行うこと。 

(ｳ) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそ

れぞれ１以上設けること。 

 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２

以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令（昭和２５年政令 

  第３３８号）第１２３条第１項の規定による避難階段としての構造とする場合は、 

  その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、 

  危害防止上必要な方法を講じることとし、放射線に関する構造設備については、

医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第３０条、第３０条の４、第３



０条の１３、第３０条の１４、第３０条の１６、第３０条の１７、第３０条の１

８（第１項第４号から第６号までを除く。）、第３０条の１９、第３０条の２０

第２項、第３０条の２１、第３０条の２２、第３０条の２３第１項、第３０条の

２５、第３０条の２６第３項から第５項まで及び第３０条の２７の規定を準用す

る。この場合において、同令第３０条の１８第１項中「いずれか及び第４号から

第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。 

 階段には、手すりを設けること。 

 廊下の構造は、次のとおりとすること。 

  ア 幅は、１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７メー

トル以上とすること。 

  イ 手すりを設けること。 

  ウ 常夜灯を設けること。 

 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備

えること。 

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知

識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建

ての介護医療院の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認

めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理

室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、 

  円滑な消火活動が可能なものであること。 

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等に

より、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであるこ

と。 

   第４章 運営に関する基準 



 （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所

申込者又はその家族に対し、第２９条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の

体制その他の入所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入所申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規

定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合にお

いて、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。 

 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る 

電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電 

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項 

に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に 

供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファ 

イルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾 

又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計 

算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項の「電子情報処理組織」とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入

所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情



報処理組織をいう。 

５ 介護医療院は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければ

ならない。 

 第２項各号に掲げる方法のうち介護医療院が使用するもの 

 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た介護医療院は、当該入所申込者又はその家族から文 

書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、 

当該入所申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方

法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 （提供拒否の禁止） 

第８条 介護医療院は、正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではなら

ない。 

 （サービス提供困難時の対応） 

第９条 介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要な

サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第１０条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供を求められた場合には、その者

の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定

の有効期間を確かめるものとする。 

２ 介護医療院は、前項の被保険者証に法第７３条第２項に規定する認定審査会意見

が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを

提供するように努めなければならない。 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第１１条 介護医療院は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について

は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われて



いない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

２ 介護医療院は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介

護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。 

 （入退所） 

第１２条 介護医療院は、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必

要であると認められる者を対象に、介護医療院サービスを提供するものとする。 

２ 介護医療院は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超え

ている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘

案し、介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的

に入所させるよう努めなければならない。 

３ 介護医療院は、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。第２８条において同じ。 

 ）の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討

し、その内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護師又は准看護師（第５２条におい

て「看護職員」という。）、介護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しな

ければならない。 

６ 介護医療院は、入所者の退所に際しては、入所者又はその家族に対し、適切な指

導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援

事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供

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。 

 （サービスの提供の記録） 



第１３条 介護医療院は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険

施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の被保険者証に記

載しなければならない。 

２ 介護医療院は、介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録しなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第１４条 介護医療院は、法定代理受領サービス（法第４８条第４項の規定により施

設介護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項

及び第４６条第１項において同じ。）が入所者に代わり当該介護医療院に支払われ

る場合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下同じ。）

に該当する介護医療院サービスを提供した際には、入所者から利用料（施設介護サ

ービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として、

当該介護医療院サービスについて法第４８条第２項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護医療院サービスに要した費

用の額を超えるときは、当該現に介護医療院サービスに要した費用の額とする。次

項及び第４６条において「施設サービス費用基準額」という。）から当該介護医療

院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるもの

とする。 

２ 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供し

た際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設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 介護医療院は、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受

けることができる。 

 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護

サービス費が入所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基

準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代

わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負

担限度額）を限度とする。） 

 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービ



ス費が入所者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり

当該介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担

限度額）を限度とする。） 

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行

ったことに伴い必要となる費用 

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

 理美容代 

 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービス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、入所者に負担

させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号まで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 介護医療院は、第３項各号に掲げる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、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文

書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第１

号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１５条 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに

係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付し

なければならない。 

 （介護医療院サービスの取扱方針） 

第１６条 介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥

当適切に行わなければならない。 

２ 介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮して行われなければならない。 



３ 介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨

とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう

に指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入

所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

５ 介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す 

  るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

７ 介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

 （施設サービス計画の作成） 

第１７条 介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関す

る業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下この条及び第２

８条において「計画担当介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成

に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域の住民による自発

的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努

めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法

により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じ

て入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むこと



ができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項の規定による解決すべき課題の把握（次項及び

第９項において「アセスメント」という。）に当たっては、入所者及びその家族に

面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、

面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならな

い。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結

果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びそ

の家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介

護医療院サービスの目標及びその達成時期、介護医療院サービスの内容、介護医療

院サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成

しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護医療院サ

ービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を召

集して行う会議をいう。第１１項において同じ。）の開催、担当者に対する照会等

により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又は

その家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サー

ビス計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実

施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に

応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（第２号において

「モニタリング」という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との

連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行

わなければならない。 

 定期的に入所者に面接すること。 



 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議 

 の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、 

 担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場

合 

１２ 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更に

ついて準用する。 

 （診療の方針） 

第１８条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、

的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、 

  要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげるこ

とができるよう適切な指導を行う。 

 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、 

  入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 

 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 

 特殊な療法、新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか

行ってはならない。 

 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方し

てはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１７項に規定する治験に係

る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この

限りではない。 

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

第１９条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら

必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病



院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診

療について適切な措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若

しくは診療所に通院させてはならない。 

３ 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診

療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該

入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が

通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要

な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならな

い。 

 （機能訓練） 

第２０条 介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立

を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行

わなければならない。 

 （看護及び医学的管理の下における介護） 

第２１条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行

われなければならない。 

２ 介護医療院は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は

清拭しなければならない。 

３ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適

切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

５ 介護医療院は、褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予

防するための体制を整備しなければならない。 

６ 介護医療院は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他

日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 



７ 介護医療院は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護医療院の従

業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 （食事の提供） 

第２２条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮し

たものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行わ

れるよう努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第２３条 介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 （その他のサービスの提供） 

第２４条 介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努め

るものとする。 

２ 介護医療院は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （入所者に関する市町村への通知） 

第２５条 介護医療院は、介護医療院サービスを受けている入所者が次のいずれかに

該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村（特別区を含む。第４２

条第２項において同じ。）に通知しなければならない。 

 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことによ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 （管理者による管理） 

第２６条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者で

なければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、同一敷地

内にある他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設（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）第１３１条第４項に規定するサテライト型特定施設をい



う。）若しくはサテライト型居住施設（同条例第１５２条第４項に規定するサテラ

イト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。 

 （管理者の責務） 

第２７条 介護医療院の管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 介護医療院の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命

令を行うものとする。 

３ 介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、 

 当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、こ

の限りではない。 

 （計画担当介護支援専門員の責務） 

第２８条 計画担当介護支援専門員は、第１７条に規定する業務のほか、次に掲げる

業務を行うものとする。 

 入所申込者の入所に際し、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の利用状況等を

把握すること。 

 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅

において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内

容等を記録すること。 

 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介

護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者と密接に連携すること。 

 第３８条第２項の規定による苦情の内容等を記録すること。 

 第４０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録すること。 

 （運営規程） 

第２９条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（

第３５条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 施設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 

 入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及

びその合計数をいう。） 

 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 その他施設の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第３０条 介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療院サービスを提供できるよ

う、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しな

ければならない。ただし、入所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 介護医療院は、従業者に対し、そ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３１条 介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。 

 ただし、災害、虐待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３２条 介護医療院は、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３３条 介護医療院は、入所者の使用する施設、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るとともに、医

薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対



策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 前３号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発

生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

３ 介護医療院の管理者は、次に掲げる業務を委託する場合は、医療法施行規則第９

条の８、第９条の９、第９条の１２、第９条の１３、別表１の２及び別表１の３の

規定を準用する。この場合において、同令第９条の８第１項中「法第１５条の２の

規定による人体から排出され」とあるのは「人体から排出され」と、同条第２項中

「法第１５条の２の規定による検体検査」とあるのは「検体検査」と、第９条の９

第１項中「法第１５条の２の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」と

あるのは「医療機器又は医学的処置」と、第９条の１２中「法第１５条の２の規定

による第９条の７に定める医療機器」とあるのは「医薬品医療機器等法第２条第８

項に規定する特定保守管理医療機器」と、第９条の１３中「法第１５条の２の規定

による医療」とあるのは「医療」と読み替えるものとする。 

 省令第５条第２項第２号ロ及び省令第４５条第２項第２号ロに規定する検体検

査の業務 

 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の

業務 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第

８項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務 

 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス保安法（昭和２

６年法律第２０４号）の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わな

ければならないものを除く。） 

 （協力病院） 

第３４条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病



院を定めておかなければならない。 

２ 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな

らない。 

 （掲示） 

第３５条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第３６条 介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護医療院は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する

際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 （居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３７条 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険

者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供

与してはならない。 

２ 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの

退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

 （苦情処理） 

第３８条 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第２３条の規定による市



が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しく

は照会に応じ、入所者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市か

ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

４ 介護医療院は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告し

なければならない。 

５ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して

連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する

国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び次項において同じ。）が行う法第

１７６条第１項第３号の規定による調査に協力するとともに、連合会から同号の規

定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

６ 介護医療院は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会

に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第３９条 介護医療院は、そ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に努めなければならない。 

２ 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入

所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。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４０条 介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置

を講じなければならない。 

 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。 

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事

実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する

こと。 

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 



２ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した

場合は、速やかに市、入所者の家族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。 

３ 介護医療院は、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。 

４ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービス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。 

 （会計の区分） 

第４１条 介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を

区分しなければならない。 

 （記録の整備） 

第４２条 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに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 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービス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。 

 施設サービス計画 

 第１２条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどう

かについての検討の内容等の記録 

 第１３条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 第１６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第２５条の規定による市町村への通知に係る記録 

 第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 第４０条第３項の規定によ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５章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する

基準 

    第１節 この章の趣旨及び基本方針 

 （この章の趣旨） 



第４３条 第２条、第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院（施

設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（

当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第４５条

及び第４９条において同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」

という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護医

療院をいう。以下同じ。）の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準につ

いては、この章に定めるところによる。 

 （基本方針） 

第４４条 ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入居者一人一人

の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活

と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町

村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医 

 療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

    第２節 施設及び設備に関する基準 

 （条例で定める施設） 

第４５条 ユニット型介護医療院は、省令第４５条においてその基準を定める療養室、 

 診察室、処置室及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。 

 ユニット 

 浴室 

 サービス・ステーション 

 調理室 

 洗濯室又は洗濯場 

 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

 ユニット 



  ア 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入

居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有

すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの入所者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

  イ 洗面設備 

(ｱ) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

  ウ 便所 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

 浴室 

  ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設け

ること。 

３ 前項第２号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するもので

なければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の設備構造の基準は、次に

定めるところによる。 

 ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建

物を除く。以下この号及び次項において同じ。）は、耐火建築物とすること。た

だし、次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型介護医療

院の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

  ア 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。 

(ｱ) 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談

の上、第５４条において準用する第３２条に規定する計画に入居者の円滑か



つ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

(ｲ) 第５４条において準用する第３２条の規定による訓練については、同条に

規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

(ｳ) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等

との連携体制を整備すること。 

 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそ

れぞれ１以上設けること。 

 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２

以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令第１２３条第１項

の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段

の数に算入することができる。 

 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、 

  危害防止上必要な方法を講じることとし、放射線に関する構造設備については、

医療法施行規則第３０条、第３０条の４、第３０条の１３、第３０条の１４、第

３０条の１６、第３０条の１７、第３０条の１８（第１項第４号から第６号まで

を除く。）、第３０条の１９、第３０条の２０第２項、第３０条の２１、第３０

条の２２、第３０条の２３第１項、第３０条の２５、第３０条の２６第３項から

第５項まで及び第３０条の２７の規定を準用する。この場合において、同令第３

０条の１８第１項中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措置」とある

のは「いずれか」と読み替えるものとする。 

 階段には、手すりを設けること。 

 廊下の構造は、次のとおりとすること。 

  ア 幅は、１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２．７メー

トル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、

従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１．５メート

ル以上（中廊下にあっては、１．８メートル以上）として差し支えない。 

  イ 手すりを設けること。 

  ウ 常夜灯を設けること。 

 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備



えること。 

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

５ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知

識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建

てのユニット型介護医療院の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保され

ていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理

室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、 

  円滑な消火活動が可能なものであること。 

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等に

より、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであるこ

と。 

    第３節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第４６条 ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当する介護医療院サ

ービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準

額から当該ユニット型介護医療院に支払われる施設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 ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービ

スを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設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 ユニット型介護医療院は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額

の支払を受けることができる。 

 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護

サービス費が入居者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基

準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代



わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定す

る食費の負担限度額）を限度とする。） 

 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービ

ス費が入居者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり

当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行

ったことに伴い必要となる費用 

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

 理美容代 

 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービス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、その入居者に

負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号まで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 ユニット型介護医療院は、第３項各号に掲げる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、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただ

し、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるも

のとする。 

 （介護医療院サービスの取扱方針） 

第４７条 介護医療院サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活

様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、

施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行う

ことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 介護医療院サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生

活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 



３ 介護医療院サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければ

ならない。 

４ 介護医療院サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入

居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常

に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たって、入居

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

を行わなければならない。 

６ ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入居者

又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ 

 の際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催す 

  るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

９ ユニット型介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

 （看護及び医学的管理の下における介護） 

第４８条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心

身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ ユニット型介護医療院は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心

身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、それぞれの役割を持って行う



よう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を

営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の

提供に代えることができる。 

４ ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等

に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければな

らない。 

５ ユニット型介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せ

つの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護医療院は、褥
じょく

瘡
そ う

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護医療院は、前各項に定めるもののほか、入居者が行う離床、着替

え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニ

ット型介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 （食事） 

第４９条 ユニット型介護医療院は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮

した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等

に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければなら

ない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供

するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂るこ

とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、

その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければな

らない。 

 （その他のサービスの提供） 



第５０条 ユニット型介護医療院は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係

る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しな

ければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （運営規程） 

第５１条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設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。 

 施設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 

 入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及

びその合計数をいう。） 

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 施設の利用に当たっての留意事項 

 非常災害対策 

 その他施設の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第５２条 ユニット型介護医療院は、入居者に対し、適切な介護医療院サービスを提

供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次

に定める職員配置を行わなければならない。 

 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

すること。 

 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型介護医療院は、当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療



院サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービ

スの提供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。 

４ ユニット型介護医療院は、従業者に対し、そ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５３条 ユニット型介護医療院は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超

えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待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。 

 （準用） 

第５４条 第７条から第１３条まで、第１５条、第１７条から第２０条まで、第２３

条、第２５条から第２８条まで及び第３２条から第４２条までの規定は、ユニット

型介護医療院について準用する。この場合において、第７条第１項中「第２９条に

規定する運営規程」とあるのは「第５１条に規定する重要事項に関する規程」と、

第２７条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、第４２条第２項第４

号中「第１６条第５項」とあるのは「第４７条第７項」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３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床等

を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は 

 当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、 

 軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定す

る軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入

居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。）を行って介護医療院を

開設する場合における当該介護医療院の建物については、第６条第１項第１号及び

第４５条第４項第１号の規定は、適用しない。 

３ 療養病床等（前項の療養病床等をいう。以下この項及び次項において同じ。）を



有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院を開設する

場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第６条

第１項及び第４５条第４項第２号の規定の適用については、第６条第１項第２号及

び第４５条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設

けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベー

ターが設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそ

れぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基

準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては

１００平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることがで

きる」とする。 

４ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病

床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って介護医

療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、

第６条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６号アの規定にかかわらず、幅は、１

．２メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以上とする。

５ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成３６年３月３１日までの

間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院

を開設した場合における当該介護医療院の建物については、第６条第１項第１号及

び第４５条第４項第１号の規定は、適用しない。 

６ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成３６年３月３１日までの

間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院

を開設した場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについ

ての第６条第１項及び第４５条第４項第２号の規定の適用については、第６条第１

項第２号及び第４５条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞ 

 れ１以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、 

 エレベーターが設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積の

合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料

（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物に



あっては、１００平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とす

ることができる」とする。 

７ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成３６年３月３１日までの

間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院

を開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第６

条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６号アの規定にかかわらず、幅は、１．２

メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以上とする。 



さいたま市条例第３０号 

さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例

さいたま市生活環境の保全に関する条例（平成２０年さいたま市条例第４６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）  （定義）

第３６条 この節及び第７節並びに第８章において、

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。

第３６条 この節及び第７節並びに第８章において、

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］

 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理

又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質（大

気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２

条第８項に規定する特定粉じんを除く。）をい

う。 

 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理

又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質（

大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第

２条第９項に規定する特定粉じんを除く。）を

いう。

～  ［略］  ～  ［略］

別表（第３６条、第５８条関係） 別表（第３６条、第５８条関係） 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 粉じんに係る指定施設 

項 施設 規模 

１ 鉱物（コークスを 

含み、石綿を除く。

以下この表におい 

て同じ。）又は土 

石の堆積場 

［略］ 

［略］ 

 粉じんに係る指定施設 

項 施設 規模 

１ 鉱物（コークスを 

含み、石綿を除く。

以下この表におい 

て同じ。）又は土 

石のたい積場 

［略］ 

［略］ 

～  ［略］  ～  ［略］ 

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第３１号 

さいたま市医療法施行条例の一部を改正する条例

さいたま市医療法施行条例（平成２４年さいたま市条例第７５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

 （療養病床を有する診療所の従業者の基準）

第５条 法第２１条第２項第１号の規定により療養

病床を有する診療所が有しなければならない従業

者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応

じ、当該各号に定める員数とする。

 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の

入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１

 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者

の数が４又はその端数を増すごとに１

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診

療所の実状に応じた適当数

２ 第３条第２項の規定は、前項第１号及び第２号

に掲げる事項について準用する。

 （療養病床を有する診療所の施設の基準）

第６条 法第２１条第２項第３号の規定により療養

病床を有する診療所が有しなければならない施設

は、第４条第１項第２号に掲げる施設とする。

２ 前項の施設の構造設備の基準は、第４条第２項

第２号から第４号までの規定を準用する。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

 （療養病床を有する診療所の従業者の基準に関する経過措置）

２ 療養病床を有する診療所における従業者の員数は、当分の間、この条例による改



正後のさいたま市医療法施行条例第５条第１項第１号から第３号までの規定にかか

わらず、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が２又

はその端数を増すごとに１。ただし、そのうちの１については、看護師又は准看

護師とする。

 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数



さいたま市条例第３２号 

   さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例

 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１９５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３（第３２条関係） 別表第３（第３２条関係）

区分 基準 金額

１～１２ ［略］

１３ 法第１２条の

７第１項の規定に

よる２以上の事業

者による産業廃棄

物の処理に係る特

例の認定の申請に

対する審査

１件

につ

き

１４７，０００円

１４ 法第１２条の

７第７項の規定に

よる２以上の事業

者による産業廃棄

物の処理に係る特

例の認定に係る事

項の変更の認定の

申請に対する審査

１件

につ

き

１３４，０００円

１５ ［略］

１６ ［略］

１７ ［略］

１８ ［略］

１９ ［略］

２０ ［略］

２１ ［略］

２２ ［略］

２３ ［略］

２４ ［略］

区分 基準 金額

１～１２ ［略］

１３ ［略］

１４ ［略］

１５ ［略］

１６ ［略］

１７ ［略］

１８ ［略］

１９ ［略］

２０ ［略］

２１ ［略］

２２ ［略］



２５ ［略］

２６ ［略］

２７ ［略］

２８ ［略］

２９ ［略］

３０ ［略］

３１ ［略］

３２ ［略］

２３ ［略］

２４ ［略］

２５ ［略］

２６ ［略］

２７ ［略］

２８ ［略］

２９ ［略］

３０ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第３３号 

さいたま市営北浦和臨時駐車場条例を廃止する条例

さいたま市営北浦和臨時駐車場条例（平成１３年さいたま市条例第２０９号）は、

廃止する。

   附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



さいたま市条例第３４号 

さいたま市岩槻人形博物館条例 

（設置） 

第１条 人形に関する知識及び教養の向上を図り、人形文化の振興に寄与するため、

さいたま市岩槻人形博物館（以下「博物館」という。）をさいたま市岩槻区本町６

丁目１番１号に設置する。 

（事業） 

第２条 博物館は、次に掲げる事業を行う。 

 人形その他の人形文化に関する資料（以下「人形資料」という。）の収集、保

存及び展示に関すること。 

 人形文化に関する調査及び研究に関すること。 

 講演会、講習会等の開催その他の人形文化に関する普及活動に関すること。 

 前３号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な事業 

（休館日） 

第３条 博物館の休館日は、次のとおりとする。 

 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日である場合を除く。） 

 １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認めると

きは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

（開館時間等） 

第４条 博物館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、展示室へ

入場することができる時間は、閉館する３０分前までとする。 

２ 市長は、前項の規定による開館時間又は入場時間を、事情により変更することが

できる。 

（観覧料） 

第５条 博物館が展示する人形資料を観覧しようとする者は、別表第１に定める観覧

料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の人形資料（博物館が所蔵しない人形資



料であって、その展示に特別の費用を要すると市長が認めるものをいう。別表第１

において同じ。）を展示するときは、別表第１に定める額の２倍に相当する額の範

囲内において別に観覧料の額を定めることができる。 

（特別使用の許可等） 

第６条 博物館が所蔵している人形資料について、撮影又は原板の使用をしようとす

る者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けた者は、別表第２に定める特別使用料を納付しなければならな

い。 

（会議室等の利用） 

第７条 会議室及び附属設備（以下「会議室等」という。）は、博物館の事業に供し

ていない期間については、博物館の設置の目的に即した利用に供することができる。 

２ 会議室を引き続いて利用することができる期間は、７日（附属設備にあっては、

会議室を利用する期間と同一の期間）とする。ただし、市長は、事情によりこれを

変更することができる。 

３ 会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 市長は、前項の許可（変更の許可を含む。）をする場合において、会議室等の管

理上必要な条件を付することができる。 

５ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の利用を許可

しない。 

 博物館の設置の目的に反するとき。 

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

 物品の販売を目的とするとき。 

 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があるとき又は市長が適当で

ないと認めるとき。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第８条 前条第３項の規定による許可（変更の許可を含む。）を受けた者（以下「利

用者」という。）は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 



（特別の設備等の制限） 

第９条 利用者は、会議室等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの

物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会議室等の管理

上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停

止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。 

 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、そ 

の責めを負わない。 

（使用料の納付） 

第１１条 利用者は、別表第３に定める使用料を納付しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１２条 利用者は、会議室等の利用が終わったときは、速やかに当該会議室等を原

状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第１０条第１項の規定

により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。 

２ 利用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長において原状に回復

し、これに要した費用は、利用者の負担とする。 

（入館の禁止等） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、博物館への入館

を禁止し、又は退館を命じることができる。

 博物館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのお

それがあるとき。

 人形資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

 前２号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。 

（観覧料等の減免） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、第５条の観覧料、第６条第２項の特



別使用料及び第１１条の使用料（以下「観覧料等」という。）を減額し、又は免除

することができる。 

（観覧料等の不還付） 

第１５条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償の義務） 

第１６条 故意又は過失により人形資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失し

た者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（委員会の設置） 

第１７条 博物館の運営方針及び事業計画に関する事項について調査審議するため、

さいたま市岩槻人形博物館運営委員会（次項及び第３項において「委員会」という。

）を設置する。 

２ 委員会は、博物館の運営方針及び事業計画に関する重要事項について、市長に意

見を述べることができる。 

３ 委員会は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

 学識経験を有する者 

 関係団体の代表者 

 関係機関の職員 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則

この条例は、平成３２年２月２２日から施行する。 



別表第１（第５条関係）

区分 

観覧料（１人１回につき） 
年間観覧料 

（個人に限る。）個人 
団体 

（２０人以上） 

一般 ３００円 ２００円 １，０２０円

高校生・大学生・６５歳以上 １５０円 １００円 ５１０円

小学生・中学生 １００円 ５０円 ３００円

備考

１ 「一般」とは、１５歳以上６５歳未満の者で、次項及び第３項に該当する

者以外のものをいう。

２ 「高校生・大学生」とは、高等学校、専修学校及びこれらに準じる学校並

びに大学の生徒及び学生をいう。

３ 「小学生・中学生」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。 

  ４ 小学校就学前の者については、無料とする。 

５ 「年間観覧料」とは、同一人が１年間博物館の展示する人形資料（特別の

人形資料を除く。）を観覧しようとする場合の観覧料をいう。 



別表第２（第６条関係） 

区分 特別使用料（１点１回につき） 

撮影 
学術研究用 ５３０円

その他 ４，３２０円

原板使用 
学術研究用 ５３０円

その他 ３，２４０円

備考 原板には、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって 

は認識することができない方式で作られる記録をいう。）を含む。 



別表第３（第１１条関係） 

会議室等 利用区分 使用料 

会議室 

午前（９時から１２時まで） １，７１０円 

午後（１３時から１７時まで） ２，２７０円 

１日 ３，９８０円 

附属設備 規則で定める額 

備考 

１ 会議室等の利用の許可に係る日のうちに休館日（搬入又は搬出のために利

用する日を除く。）がある場合は、当該休館日は、使用料を徴収しない。 

２ 会議室の利用に係る搬入又は搬出に要する場合における使用料は、当該使

用料の額に１００分の７０を乗じて得た額とする。

３ 会議室の利用者が入場料その他これに類する料金（以下「入場料」という。

）を徴収する場合の会議室の使用料には、当該使用料の額に次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 １人１回について徴収する最高の入場料が１，０００円未満のとき １

００分の５０

 １人１回について徴収する最高の入場料が１，０００円以上のとき １

００分の１００ 

  ４ 使用料を計算する場合において、使用料の額に１０円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 



さいたま市条例第３５号 

さいたま市中小企業融資条例を廃止する条例

さいたま市中小企業融資条例（平成１３年さいたま市条例第２２５号）は、廃止す

る。

   附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第３６号 

さいたま市都市公園条例等の一部を改正する条例

（さいたま市都市公園条例の一部改正）

第１条 さいたま市都市公園条例（平成１３年さいたま市条例第２４４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

（住民１人当たりの都市公園の敷地面積の目標） （住民１人当たりの都市公園の敷地面積の目標）

第１条の２ 市内の都市公園の住民１人当たりの敷

地面積の目標は、１０平方メートル以上とする。

ただし、市内に都市緑地法（昭和４８年法律第７

２号）第５５条第１項若しくは第２項の規定によ

る市民緑地契約又は同法第６３条に規定する認定

計画に係る市民緑地（以下この条において単に「

市民緑地」という。）が存するときは、１０平方

メートルから当該市民緑地の住民１人当たりの敷

地面積を控除して得た面積以上とする。 

２ 市内の市街地の都市公園の当該市街地の住民１

人当たりの敷地面積の目標は、５平方メートル以

上とする。ただし、当該市街地に市民緑地が存す

るときは、５平方メートルから当該市民緑地の当

該市街地の住民１人当たりの敷地面積を控除して

得た面積以上とする。 

第１条の２ 市内の都市公園の住民１人当たりの敷

地面積の目標は、１０平方メートル以上とし、市

内の市街地の都市公園の当該市街地の住民１人当

たりの敷地面積の目標は、５平方メートル以上と

する。 

 （公園施設の設置基準）  （公園施設の設置基準） 

第１条の４ ［略］ 第１条の４ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 都市公園に法第５条の７第１項に規定する認定

公募設置等計画に基づき法第５条の２第１項に規

定する公募対象公園施設である建築物（第１項各

号及び前２項に規定する建築物を除く。）を設け

る場合においては、当該公募対象公園施設である

建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００

分の１０を限度として第１項本文の規定により認

められる建築面積を超えることができる。 



（運動施設の敷地面積の基準） 

第１条の５ 一の都市公園に設ける運動施設の敷地

面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割

合は、１００分の５０を超えてはならない。 

第１条の６ ［略］ 第１条の５ ［略］ 

別表第１（第１条の６関係） 別表第１（第１条の５関係）

 ［略］  ［略］ 

別表第２（第６条、第７条関係） 別表第２（第６条、第７条関係）

公園名
公園施

設名
供用日

供用

時間

浦和総合

運動場

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

駒場運動 競技場 １月４日から ［略］

公園（駒 補助競 １２月２８日

場スタジ 技場 まで

アム） 相撲場

 ［略］

沼影公園  ［略］

屋内プ １月４日から ［略］

ール １２月２８日

まで

 ［略］

荒川総合

運動公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

［略］

三浦運動

公園

［略］ まで

大和田公

園

野球場 １月４日から

１２月２８日

［略］

テニス

コート

まで

 ［略］

西遊馬公

園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

三橋総合

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

堀崎公園 ［略］ １月４日から ［略］

１２月２８日

まで

天沼緑地 ［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

宝来運動

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

［略］

公園名
公園施

設名
供用日

供用

時間

浦和総合

運動場

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

駒場運動 競技場 １月５日から ［略］

公園（駒 補助競 １２月２５日

場スタジ 技場 まで

アム） 相撲場

 ［略］

沼影公園  ［略］

屋内プ １月５日から ［略］

ール １２月２５日

まで

 ［略］

荒川総合

運動公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

［略］

三浦運動

公園

［略］ まで

大和田公

園

野球場 １月５日から

１２月２５日

［略］

テニス

コート

まで

 ［略］

西遊馬公

園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

三橋総合

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

堀崎公園 ［略］ １月５日から ［略］

１２月２５日

まで

天沼緑地 ［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

宝来運動

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

［略］



与野中央

公園

［略］ まで

八王子公

園

［略］

さくら草

公園

［略］

荒川彩湖

公園

［略］

 ［略］

東大宮中

央公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

［略］

大平公園 ［略］ まで

観音寺下

公園

［略］

佐知川公

園

［略］

土呂公園 ［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

番場公園 ［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

春岡中央

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

西堀高沼

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

秋葉の森

総合公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

上落合北

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

大原テニ

ス公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

岩槻城址

公園

野球場 １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

テニス

コート

１月４日から

１２月２８日

まで

［略］

多目的

広場（

野球・

ソフト

ボール

・ゲー

トボー

１月４日から

１２月２８日

まで

［略］

与野中央

公園

［略］ まで

八王子公

園

［略］

さくら草

公園

［略］

荒川彩湖

公園

［略］

 ［略］

東大宮中

央公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

［略］

大平公園 ［略］ まで

観音寺下

公園

［略］

佐知川公

園

［略］

土呂公園 ［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

番場公園 ［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

春岡中央

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

西堀高沼

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

秋葉の森

総合公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

上落合北

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

大原テニ

ス公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

岩槻城址

公園

野球場 １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

テニス

コート

１月５日から

１２月２５日

まで

［略］

多目的

広場（

野球・

ソフト

ボール

・ゲー

トボー

１月５日から

１２月２５日

まで

［略］



ル・グ

ラウン

ドゴル

フ）

岩槻諏訪

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

岩槻文化

公園

テニス

コート

１月４日から

１２月２８日

まで

［略］

陸上競

技場

１月４日から

１２月２８日

まで

［略］

体育館 １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

川通公園 ［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

北部工業

団地記念

公園

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

元荒川緑

地

［略］ １月４日から

１２月２８日

まで

［略］

ル・グ

ラウン

ドゴル

フ）

岩槻諏訪

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

岩槻文化

公園

テニス

コート

１月５日から

１２月２５日

まで

［略］

陸上競

技場

１月５日から

１２月２５日

まで

［略］

体育館 １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

川通公園 ［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

北部工業

団地記念

公園

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

元荒川緑

地

［略］ １月５日から

１２月２５日

まで

［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］

（さいたま市高齢者いこいの公園条例の一部改正）

第２条 さいたま市高齢者いこいの公園条例（平成１３年さいたま市条例第２４５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

（休業日） （休業日） 

第３条 第６条第２項の表に掲げる施設（以下「有

料の公園施設」という。）の休業日は、次のとお

りとする。ただし、市長は、有料の公園施設の管

理のため必要があると認めるときは、これを変更

することができる。 

第３条 第６条第２項の表に掲げる施設（以下「有

料の公園施設」という。）の休業日は、次のとお

りとする。ただし、市長は、有料の公園施設の管

理のため必要があると認めるときは、これを変更

することができる。 



 ［略］    ［略］ 

 １月１日から同月３日まで及び１２月２９日

から同月３１日まで 

 １月１日から同月４日まで及び１２月２６日

から同月３１日まで 

 （さいたま市地域プール条例の一部改正）

第３条 さいたま市地域プール条例（平成１３年さいたま市条例第２４６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３条関係） 別表第１（第３条関係） 

区分 開場期間 開場時間 

 ［略］ 

下落

合プ

ール 

屋内

プー

ル 

１月４日から６月

３０日まで及び９

月１６日から１２

月２８日まで 

 ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

岩槻温水プ

ール 

１月４日から１２

月２８日まで 

［略］ 

区分 開場期間 開場時間 

 ［略］ 

下落

合プ

ール 

屋内

プー

ル 

１月５日から６月

３０日まで及び９

月１６日から１２

月２５日まで 

 ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

岩槻温水プ

ール 

１月５日から１２

月２５日まで 

［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］

別表第２（第７条、第１１条関係） 別表第２（第７条、第１１条関係） 

１ ［略］  １ ［略］ 

 ２ 下落合プール  ２ 下落合プール 

区分 単位 
利用料金 

一般 児童・生徒 

１月４日から６

月３０日まで及

び９月１６日か 

 ［略］ 

ら１２月２８日 

まで（屋内プー

ル） 

 ［略］ 

区分 単位 
利用料金 

一般 児童・生徒 

１月５日から６

月３０日まで及

び９月１６日か 

 ［略］ 

ら１２月２５日 

まで（屋内プー

ル） 

 ［略］ 

 ３ ［略］  ３ ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］



 （さいたま市大宮公園サッカー場条例の一部改正）

第４条 さいたま市大宮公園サッカー場条例（平成１４年さいたま市条例第１１３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

 （休業日）  （休業日） 

第２条 サッカー場の休業日は、１月１日から同月

３日まで及び１２月２９日から同月３１日までと

する。ただし、市長が必要があると認めるときは、

これを変更することができる。 

第２条 サッカー場の休業日は、１月１日から同月

４日まで及び１２月２６日から同月３１日までと

する。ただし、市長が必要があると認めるときは、

これを変更することができる。 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中別表第２の改正及び第２条

から第４条までの規定は、平成３０年４月１日から施行する。



さいたま市条例第３７号 

   さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第２６３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 

（適用の特例） （適用の特例） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２ 市長は、第４条第１項ただし書（同条第２項又

 は第３項において準用する場合を含む。）、第５

 条第４項、第６条第５項第２号、第７条ただし書、

 第８条第１項ただし書及び第９条第３項による許

可をする場合においては、あらかじめ、さいたま

市建築審査会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、第４条第１項ただし書（同条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。）、第５

条第４項、第６条第５項第２号、第７条ただし書

及び第８条第１項ただし書による許可をする場合

においては、あらかじめ、さいたま市建築審査会

の意見を聴かなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

別表第１（第３条、第９条関係） 別表第１（第３条、第９条関係） 

項 名称 区域

１ 皇山地区地区整備計画区域 ［略］

２ 大宮駅前桜木町地区地区整備計

画区域 

［略］

３ 土呂駅周辺地区地区整備計画区 ［略］

 域  

４ 東大宮駅周辺地区地区整備計画

区域 

［略］

５ 宮原駅東口周辺地区地区整備計

画区域 

［略］

６ ファミリータウン東大宮地区地

区整備計画区域 

［略］

７ 宮原駅西口周辺地区地区整備計

画区域 

［略］

名称 区域

皇山地区地区整備計画区域 ［略］

大宮駅前桜木町地区地区整備計画区域 ［略］

土呂駅周辺地区地区整備計画区域 ［略］

東大宮駅周辺地区地区整備計画区域 ［略］

宮原駅東口周辺地区地区整備計画区域 ［略］

ファミリータウン東大宮地区地区整備

計画区域 

［略］

宮原駅西口周辺地区地区整備計画区域 ［略］



８ 丸ケ崎地区地区整備計画区域 ［略］

９ アーバンみらい東大宮地区地区

整備計画区域 

［略］

１０ 大宮鐘塚地区地区整備計画区域 ［略］

１１ 土呂南地区地区整備計画区域 ［略］

１２ 島町地区地区整備計画区域 ［略］

１３ 吉敷町西地区地区整備計画区域 ［略］

１４ 別所・西宮下地区地区整備計画

区域 

［略］

１５ 南中丸山崎地区地区整備計画区

域 

［略］

１６ 北部拠点宮原地区地区整備計画

区域 

［略］

１７ 風渡野南地区地区整備計画区域 ［略］

１８ 大宮深作地区地区整備計画区域 ［略］

１９ 南浦和駅西口地区地区整備計画

区域 

［略］

２０ 浦和仲町２丁目地区地区整備計

画区域 

［略］

２１ 北与野駅南口西地区地区整備計

画区域 

［略］

２２ 後原中央東地区地区整備計画区

域 

［略］

２３ 浦和駅西口南第四地区地区整備

計画区域 

［略］

２４ 上木崎１丁目地区地区整備計画

区域 

［略］

２５ 浦和東部第二北地区地区整備計

画区域 

［略］

２６ 浦和東部第二中地区地区整備計

画区域 

［略］

２７ 浦和東部第二南地区地区整備計

画区域 

［略］

２８ 大宮駅東口駅前南地区地区整備

計画区域 

［略］

２９ 宮原団地地区地区整備計画区域 ［略］

３０ 大宮駅西口第四地区地区整備計

画区域 

［略］

３１ 大原１丁目弁天下地区地区整備

計画区域 

［略］

３２ 武蔵浦和駅第８―１街区地区整

備計画区域 

［略］

３３ 江川地区地区整備計画区域 ［略］

３４ 南平野地区地区整備計画区域 ［略］

丸ケ崎地区地区整備計画区域 ［略］

アーバンみらい東大宮地区地区整備計

画区域 

［略］

大宮鐘塚地区地区整備計画区域 ［略］

土呂南地区地区整備計画区域 ［略］

島町地区地区整備計画区域 ［略］

吉敷町西地区地区整備計画区域 ［略］

別所・西宮下地区地区整備計画区域 ［略］

南中丸山崎地区地区整備計画区域 ［略］

北部拠点宮原地区地区整備計画区域 ［略］

風渡野南地区地区整備計画区域 ［略］

大宮深作地区地区整備計画区域 ［略］

南浦和駅西口地区地区整備計画区域 ［略］

浦和仲町２丁目地区地区整備計画区域 ［略］

北与野駅南口西地区地区整備計画区域 ［略］

後原中央東地区地区整備計画区域 ［略］

浦和駅西口南第四地区地区整備計画区

域 

［略］

上木崎１丁目地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第二北地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第二中地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第二南地区地区整備計画区域 ［略］

大宮駅東口駅前南地区地区整備計画区

域 

［略］

宮原団地地区地区整備計画区域 ［略］

大宮駅西口第四地区地区整備計画区域 ［略］

大原１丁目弁天下地区地区整備計画区

域 

［略］

武蔵浦和駅第８―１街区地区整備計画

区域 

［略］

江川地区地区整備計画区域 ［略］

南平野地区地区整備計画区域 ［略］



３５ 岩槻駅東口地区地区整備計画区

域 

［略］

３６ 東岩槻６丁目地区地区整備計画

区域 

［略］

３７ 岩槻駅西口地区地区整備計画区

域 

［略］

３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計

画区域 

［略］

３９ 武蔵浦和駅第７沿道街区地区整

備計画区域 

［略］

４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整

備計画区域 

［略］

４１ 領家１丁目地区地区整備計画区

域 

［略］

４２ 日進東地区地区整備計画区域 ［略］

４３ 浦和東部第一地区地区整備計画

区域 

［略］

４４ 南与野駅西口地区地区整備計画

区域 

［略］

４５ 武蔵浦和駅周辺地区地区整備計

画区域 

［略］

４６ 浦和駅西口南高砂地区地区整備

計画区域 

［略］

４７ 浦和西高台地区地区整備計画区

域 

［略］

４８ 大宮西部地区地区整備計画区域 ［略］

４９ 三室南宿地区地区整備計画区域 ［略］

５０ 岸町５丁目北地区地区整備計画

区域 

［略］

５１ 土屋地区地区整備計画区域 ［略］

５２ 宮前町１丁目西地区地区整備計

画区域 

［略］

５３ 沼五反田地区地区整備計画区 

域 

［略］

５４ 大谷南部地区地区整備計画区域 ［略］

５５ 大谷北部地区地区整備計画区域 ［略］

５６ やつしま地区地区整備計画区域 ［略］

５７ 梅の郷地区地区整備計画区域 ［略］

５８ 三室南宿第二地区地区整備計画

区域 

［略］

５９ 日生浦和地区地区整備計画区域 ［略］

６０ 内野本郷地区地区整備計画区域 ［略］

６１ 指扇地区地区整備計画区域 ［略］

６２ グリーンクレスト岩槻地区地区 ［略］

岩槻駅東口地区地区整備計画区域 ［略］

東岩槻６丁目地区地区整備計画区域 ［略］

岩槻駅西口地区地区整備計画区域 ［略］

岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 ［略］

武蔵浦和駅第７沿道街区地区整備計画

区域 

［略］

本郷町北・吉野町南地区地区整備計画

区域 

［略］

領家１丁目地区地区整備計画区域 ［略］

日進東地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第一地区地区整備計画区域 ［略］

南与野駅西口地区地区整備計画区域 ［略］

武蔵浦和駅周辺地区地区整備計画区域 ［略］

浦和駅西口南高砂地区地区整備計画区

域 

［略］

浦和西高台地区地区整備計画区域 ［略］

大宮西部地区地区整備計画区域 ［略］

三室南宿地区地区整備計画区域 ［略］

岸町５丁目北地区地区整備計画区域 ［略］

土屋地区地区整備計画区域 ［略］

宮前町１丁目西地区地区整備計画区域 ［略］

沼五反田地区地区整備計画区域 ［略］

大谷南部地区地区整備計画区域 ［略］

大谷北部地区地区整備計画区域 ［略］

やつしま地区地区整備計画区域 ［略］

梅の郷地区地区整備計画区域 ［略］

三室南宿第二地区地区整備計画区域 ［略］

日生浦和地区地区整備計画区域 ［略］

内野本郷地区地区整備計画区域 ［略］

指扇地区地区整備計画区域 ［略］

グリーンクレスト岩槻地区地区整備計 ［略］



 整備計画区域  

６３ 北袋町１丁目地区地区整備計画

区域 

［略］

６４ 白鍬電建地区地区整備計画区域 ［略］

６５ 大栄住宅地区地区整備計画区域 ［略］

画区域  

北袋町１丁目地区地区整備計画区域 ［略］

白鍬電建地区地区整備計画区域 ［略］

大栄住宅地区地区整備計画区域 ［略］

別表第２（第４条―第９条関係） 別表第２（第４条―第９条関係） 

 １～１８ ［略］  １～１８ ［略］ 

１９ 南浦和駅西口地区地区整備計画区域 １９ 南浦和駅西口地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

南浦

和駅西

口地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 ・  ［略］ 

 法別表第２（

り）項第２号に

規定するキャバ

レー 

 法別表第２（

り）項第３号に

規定する個室付

浴場業に係る公

衆浴場 

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

南浦

和駅西

口地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 ・  ［略］ 

 法別表第２（

ち）項第２号に

規定するキャバ

レー 

 法別表第２（

ち）項第３号に

規定する個室付

浴場業に係る公

衆浴場 

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

 ２０～２４ ［略］  ２０～２４ ［略］  

２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 ２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

 Ａ地

区（浦

和東部

第二北

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に 

表示す

るＡ地

区をい 

う。） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

 Ａ地

区（浦

和東部

第二北

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に 

表示す

るＡ地 

区をい 

う。） 

［ 

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

１０

分の

６ 



Ｂ－１

地区（

浦和東

部第二

北地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

－１地

区をい

う。） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する

Ｂ－１ 

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

うになっ

た場合は 

１０分の 

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

１０

分の

６ 



 Ｂ－ 

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する 

Ｂ－２ 

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

うになっ

た場合は 

１０分の 

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

１０

分の

６ 



 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する 

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

１５

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する 

Ｃ－１ 

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

１０

分の

６ 



Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ－

２地区

（浦和 

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

図に表

示する 

Ｃ－２ 

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

うになっ

た場合は 

１０分の 

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

  法第

６８

条の

４に

１０

分の

６ 



  規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

  法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 ２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域  ２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域 

区分 ア イ ウ エ オカ

地区      

Ａ地

区（浦

和東部

第二中

地区地 

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区分 ア イ ウ エオカ

地区       

Ａ地

区（浦

和東部

第二中

地区地 

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地 

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

８） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

３０

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｂ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



 Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



Ｄ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

  法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｄ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



Ｄ－

２地区

（浦和

東部第 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－２

地区を

いう。

） 

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ－

２地区

（浦和

東部第 

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｄ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお 

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合



  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域  ２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

Ａ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

Ａ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地 

区をい 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の 

 ［ 

略］ 

建築 割合



う。）   

Ｂ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

う。）  物の

容積

率 

 ８） 

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｂ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地 

区をい 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の 

 ［ 

略］ 

建築 割合



う。）   

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１ 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

う。）  物の

容積

率 

 ６） 

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

Ｃ－１ 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

１０分の 

 ［ 

略］ 

建築 割合



地区を

いう。

） 

 Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２ 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

地区を

いう。

） 

 物の

容積

率 

 ６） 

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

 ［ 

略］ 

Ｃ－２  建築 割合  １０分の 



地区を

いう。

） 

地区を

いう。

） 

 物の

容積

率 

 ６） 

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

１５

 ２８～３１ ［略］  ２８～３１ ［略］ 

３２ 武蔵浦和駅第８－１街区地区整備計画区域 ３２ 武蔵浦和駅第８－１街区地区整備計画区域

 区分 ア イ ウ エ オ カ 

地区       

武蔵

浦和駅

第８－

１街区

地区計

画の地

区整備 

次に掲げる用途に

供する建築物 

 法別表第２

（ほ）項第２ 

  号及び第３号、

  同表（へ）項

第２号及び第 

 ［略］ 

区分 ア イ ウ エ オ カ 

地区       

武蔵

浦和駅

第８－

１街区

地区計

画の地

区整備 

次に掲げる用途に

供する建築物 

 法別表第２

（ほ）項第２ 

  号及び第３号、

  同表（へ）項

第２号及び第 

 ［略］ 



計画図

に表示

する地

区 

  ５号並びに同

表（り）項第

２号及び第３

号に規定する

もの 

 ［略］ 

計画図

に表示

する地

区 

  ５号並びに同

表（ち）項第

２号及び第３

号に規定する

もの 

 ［略］ 

 ［略］ 

３３～３７ ［略］ ３３～３７ ［略］ 

 ３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域  ３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

Ａ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

Ａ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

２０



Ｂ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

Ｂ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

２０



Ｃ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＣ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

Ｃ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＣ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

２０



Ｄ１

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

１地区 

をいう。

） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

Ｄ１

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

１地区 

をいう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

１５



Ｄ２

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

２地区 

をいう。

） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

Ｄ２

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

２地区 

をいう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

１５



Ｅ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＥ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

Ｅ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＥ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

２０



Ｆ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

Ｆ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

１０

分の

２０



規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

 ３９ ［略］  ３９ ［略］ 

４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整備計画区域 ４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整備計画区域

 区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ 

[略]  

Ｂ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

－２地

区をい

う。）

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

  へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（ぬ）項

に規定するもの

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

[略]

Ｃ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

  い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

 [略] 

 区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

[略]  

Ｂ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

－２地

区をい

う。）

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

  へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（り）項

に規定するもの

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

[略]

Ｃ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

  い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

 [略] 



に表示

するＣ

－２地

区をい

う。）

  同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（ぬ）項

に規定するもの

 ・  ［略］ 

に表示

するＣ

－２地

区をい

う。）

  同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（り）項

に規定するもの

 ・  ［略］ 

４１ ［略］ ４１ ［略］ 

 ４２ 日進東地区地区整備計画区域  ４２ 日進東地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地

区（日

進東地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ａ地区

をいう。

） 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か

ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ３号及び第５号、

  同表（と）項第

３号（同号 、 

、 、 、 、

、 及び を

除く。）及び第

４号（令第１３

０条の９第１項

の表 項及び 

項に掲げる危険

物の貯蔵又は処

理に供するもの

を除く。）、同

表（り）項第２

号並びに同表（ 

  ぬ）項第３号（

同号 、 、 

及び を除く。

）に規定するも

の 

  ～  ［略］  

 ［略］ 

［略］ 

Ｅ地

区（日

進東地

区地区

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か 

 [略] 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地

区（日

進東地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ａ地区

をいう。

） 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か

ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ３号及び第５号、

  同表（と）項第

３号（同号 、 

、 、 、 、

、 及び を

除く。）及び第

４号（令第１３

０条の９第１項

の表 項及び 

項に掲げる危険

物の貯蔵又は処

理に供するもの

を除く。）、同

表（ち）項第２

号並びに同表（ 

  り）項第３号（

同号 、 、 

及び を除く。

）に規定するも

の 

  ～  ［略］  

 ［略］ 

［略］ 

Ｅ地

区（日

進東地

区地区

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か 

 [略] 



計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｅ地区

をいう。

） 

  ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（と）項第 

  ３号及び第４号、

  同表（り）項第

２号並びに同表

（ぬ）項第３号

に規定するもの 

  ～  ［略］ 

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｅ地区

をいう。

） 

  ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（と）項第 

  ３号及び第４号、

  同表（ち）項第

２号並びに同表

（り）項第３号

に規定するもの 

  ～  ［略］ 

 ４３～６５ ［略］  ４３～６５ ［略］ 

 （さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例の一部改正） 

第２条 さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例（平成１３年さいたま市

条例第２６１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 

（既存の建築物に対する制限の緩和） （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第４条 法第３条第２項の規定により前条第１項の

規定の適用を受けない建築物については、法第３

条第２項の規定により引き続き前条第１項の規定

の適用を受けない期間の始期（以下「基準時」と

いう。）を基準として、次に定める範囲内におい

て増築し、又は改築することができる。 

第４条 法第３条第２項の規定により前条第１項の

規定の適用を受けない建築物については、法第３

条第２項の規定により引き続き前条第１項の規定

の適用を受けない期間の始期（以下「基準時」と

いう。）を基準として、次に定める範囲内におい

て増築し、又は改築することができる。 

 増築又は改築が基準時の敷地内におけるもの

であり、かつ、増築又は改築後における延べ面

積及び建築面積が基準時における敷地面積に対

してそれぞれ法第５２条第１項、第２項及び第

７項並びに法第５３条の規定に適合すること。

 増築又は改築が基準時の敷地内におけるもの

であり、かつ、増築又は改築後における延べ面

積及び建築面積が基準時における敷地面積に対

してそれぞれ法第５２条第１項及び法第５３条

の規定に適合すること。 

・  ［略］  ・  ［略］ 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 ～  ［略］ 

 汚物処理場（県南卸売団地特別業務地区

内の汚物処理に係るもので、令第１３０条 

 ～  ［略］ 

 汚物処理場（県南卸売団地特別業務地区

内の汚物処理に係るもので、令第１３０条 



 の２の３第１項第２号に掲げる規模以下の

もの） 

 の２第１項第２号に掲げる規模以下のもの

） 

 （さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例の一部改正） 

第３条 さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例（平成１３年さい

たま市条例第２６２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 

（建築物の制限の緩和） （建築物の制限の緩和） 

第５条 ディーラー通り特別用途地区内においては、

 法第４８条第１０項の規定にかかわらず、自動車

修理工場を有する建築物で作業場の床面積の合計

が１，５００平方メートルを超えないものは、当

該建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこ

れらの用途に供することができる。 

第５条 ディーラー通り特別用途地区内においては、

 法第４８条第９項の規定にかかわらず、自動車修

理工場を有する建築物で作業場の床面積の合計が

１，５００平方メートルを超えないものは、当該

建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれ

らの用途に供することができる。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

公布の日から施行する。 

 第１条中別表第１の改正 

 第１条中別表第２ ２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域の表、２６ 

浦和東部第二中地区地区整備計画区域の表、２７ 浦和東部第二南地区地区整備

計画区域の表及び３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域の表の改正 

 第２条の規定 



さいたま市条例第３８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

 （損害補償を受ける権利）  （損害補償を受ける権利）

第２条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状態となっ

た場合又は消防法第２５条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法第３６条第８項において準

用する場合を含む。）若しくは第２９条第５項（

同法第３０条の２及び第３６条第８項において準

用する場合を含む。）の規定により消防作業に従

事した者（以下「消防作業従事者」という。）、

同法第３５条の１０第１項の規定により救急業務

に協力した者（以下「救急業務協力者」という。

）又は水防法第２４条の規定により水防に従事し

た者（以下「水防従事者」という。）若しくは災

害対策基本法第６５条第１項（同条第３項（原子

力災害対策特別措置法第２８条第２項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）において

準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第２

８条第２項の規定により読み替えて適用される場

合を含む。）の規定若しくは災害対策基本法第６

５条第２項において準用する同法第６３条第２項

の規定による応急措置の業務に従事した者（以下

「応急措置従事者」という。）が消防作業若しく

は水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、

 若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務

に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しく

は救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事

したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、

若しくは障害の状態となったときは、市長は、損

害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条

例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速

第２条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しく

は疾病により死亡し、若しくは障害の状態となっ

た場合又は消防法第２５条第１項若しくは第２項

（同法第３６条において準用する場合を含む。）

若しくは第２９条第５項（同法第３０条の２及び

第３６条において準用する場合を含む。）の規定

により消防作業に従事した者（以下「消防作業従

事者」という。）、同法第３５条の１０第１項の

規定により救急業務に協力した者（以下「救急業

務協力者」という。）又は水防法第２４条の規定

により水防に従事した者（以下「水防従事者」と

いう。）若しくは災害対策基本法第６５条第１項

（同条第３項（原子力災害対策特別措置法第２８

条第２項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）において準用する場合及び原子力災害

対策特別措置法第２８条第２項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）の規定若しくは

災害対策基本法第６５条第２項において準用する

同法第６３条第２項の規定による応急措置の業務

に従事した者（以下「応急措置従事者」という。

）が消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」

という。）に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、

 負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾

病により死亡し、若しくは障害の状態となったと

きは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、

 その者がこの条例によって損害補償を受ける権利

を有する旨を速やかに通知しなければならない。



やかに通知しなければならない。

 （補償基礎額）  （補償基礎額）

第５条 ［略］ 第５条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、消防団員

又は消防作業従事者等（以下「消防団員等」とい

う。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発

生した日又は診断により死亡の原因である疾病の

発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生

が確定した日において、他に生計のみちがなく主

として消防団員等の扶養を受けていたものを扶養

親族とし、扶養親族のある消防団員等については、

 前項の規定による金額に、第１号又は第３号から

第６号までのいずれかに該当する扶養親族につい

ては１人につき２１７円を、第２号に該当する扶

養親族については１人につき３３３円を、それぞ

れ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、消防団員

又は消防作業従事者等（以下「消防団員等」とい

う。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発

生した日又は診断により死亡の原因である疾病の

発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生

が確定した日において、他に生計のみちがなく主

として消防団員等の扶養を受けていたものを扶養

親族とし、扶養親族のある消防団員等については、

 前項の規定による金額に、第１号に該当する扶養

親族については３３３円を、第２号に該当する扶

養親族については１人につき２６７円（消防団員

等に第１号に該当する者がない場合には、そのう

ち１人については３３３円）を、第３号から第６

号までのいずれかに該当する扶養親族については

１人につき２１７円（消防団員等に第１号に該当

する者及び第２号に該当する扶養親族がない場合

には、そのうち１人については３００円）を、そ

 れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

４ ［略］ ４ ［略］

   附 則

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４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消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の

規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前

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、障害補償年金及び

遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給

すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び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等については、なお従前の例による。



さいたま市条例第３９号 

さいたま市市税条例の一部を改正する条例

 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

   附 則    附 則

（土地に対して課する平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義）

（土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固定資産税の特例に関する

用語の意義）

第２１条 次条から附則第３２条までにおいて、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる

規定に定めるところによる。

第２１条 次条から附則第３２条までにおいて、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる

規定に定めるところによる。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則

第１８条第６項（附則第２６条の場合には法附

則第１９条第２項において準用する法附則第１

８条第６項、附則第２８条の場合には法附則第

１９条の４第３項において準用する法附則第１

８条第６項）

 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則

第１８条第６項（附則第２６条の場合にあって

は法附則第１９条第２項において準用する法附

則第１８条第６項、附則第２８条の場合にあっ

ては法附則第１９条の４第３項において準用す

る法附則第１８条第６項）

  ・  ［略］   ・  ［略］

（平成３１年度又は平成３２年度における土地の

価格の特例）

（平成２８年度又は平成２９年度における土地の

価格の特例）

第２２条 市内の自然的及び社会的条件からみて類

似の利用価値を有すると認められる地域において

地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格

（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の

価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡

を失すると認める場合における当該土地に対して

課する固定資産税の課税標準は、第６８条の規定

にかかわらず、平成３１年度分又は平成３２年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

第２２条 市内の自然的及び社会的条件からみて類

似の利用価値を有すると認められる地域において

地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格

（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の

価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡

を失すると認める場合における当該土地に対して

課する固定資産税の課税標準は、第６８条の規定

にかかわらず、平成２８年度分又は平成２９年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成３１ ２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成２８



年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地であ

って、平成３２年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６

８条の規定にかかわらず、修正された価格（法附

則第１７条の２第２項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。

年度適用土地又は平成２８年度類似適用土地であ

って、平成２９年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６

８条の規定にかかわらず、修正された価格（法附

則第１７条の２第２項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。

（宅地等に対して課する平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の特例）

（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固定資産税の特例）

第２３条 宅地等に係る平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産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固定資産税について

法第３４９条の３の２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１０

０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固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額

とする。

第２３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固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産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固定資産税について

法第３４９条の３の２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１０

０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固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額

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

３０年度から平成３２年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産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

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

 した場合における固定資産税額を超える場合には、

 同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

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

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産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

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額を超える場合にあ

っては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

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

３０年度から平成３２年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

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

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

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

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

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額に満たない場合には、同項

の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

について法第３４９条の３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

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

 における固定資産税額に満たない場合にあっては、

 同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

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３

０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、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固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（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、前年度分の

固定資産税の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

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額とする。

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固定資

産税の額は、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固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（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固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。

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３０年度か

ら平成３２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産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固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。

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固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産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固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。

第２５条 地方税法等の一部を改正する法律（平成

３０年法律第３号。附則第４６条において「改正

法」という。）附則第２２条第１項の規定に基づ

き、平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の固定資産税については、法附則第１８条の３

の規定を適用しないこととする。

第２５条 地方税法等の一部を改正する法律（平成

２７年法律第２号。附則第４６条において「改正

法」という。）附則第１８条第１項の規定に基づ

き、平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の固定資産税については、法附則第１８条の３

の規定を適用しないこととする。

（農地に対して課する平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の固定資産税の特例）

（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固定資産税の特例）

第２６条 農地に係る平成３０年度から平成３２年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額（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又は法附則

第２６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固定資産税の額は、当該農地

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額（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固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。

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固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。

 ［略］  ［略］

第２８条 市街化区域農地に係る平成３０年度から

 平成３２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

 前条の規定により算定した当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区

域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格の３分の１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

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固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資

産税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整固定資産税額とする。

第２８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固定資産税の額は、

 前条の規定により算定した当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区

域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格の３分の１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

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固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資

産税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整固定資産税額とする。

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３０年度から平成３２年度までの各年度分

の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街

化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格の３分の１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固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。

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固定資産税額は、当該市街

化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格の３分の１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固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合にあっては、同項の規定にかかわ

らず、当該固定資産税額とする。

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）

第３４条 附則第２３条第１項から第５項までの規

定の適用がある宅地等（附則第２１条第２号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、

第３４条 附則第２３条第１項から第５項までの規

定の適用がある宅地等（附則第２１条第２号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、



第３４９条の３の２又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。

）に対して課する平成３０年度から平成３２年度

までの各年度分の特別土地保有税については、第

１１７条第１号及び第１２５条中「当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第２３

条第１項から第５項までに規定する課税標準とな

るべき額」とする。

第３４９条の３の２又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。

）に対して課する平成２７年度から平成２９年度

までの各年度分の特別土地保有税については、第

１１７条第１号及び第１２５条中「当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第２３

条第１項から第５項までに規定する課税標準とな

るべき額」とする。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成１８年１月１日から平成３

３年３月３１日までの間にされたものに対して課

する特別土地保有税については、第１１７条第２

号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」

とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき

価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用が

ないものとした場合における課税標準となるべき

価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、

 「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあ

るのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の

１を乗じて得た額」とする。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成１８年１月１日から平成３

０年３月３１日までの間にされたものに対して課

する特別土地保有税については、第１１７条第２

号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」

とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき

価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用が

ないものとした場合における課税標準となるべき

価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、

 「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあ

るのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の

１を乗じて得た額」とする。

３～５ ［略］ ３～５ ［略］

（宅地等に対して課する平成３０年度から平成３

２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３０年度から平成３２

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。

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。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

３０年度から平成３２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

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

額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。

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。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

３０年度から平成３２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。

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３

０年度から平成３２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。

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３０年度か

ら平成３２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。



第４６条 改正法附則第２２条第１項の規定に基づ

き、平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の都市計画税については、法附則第２５条の３

の規定を適用しないこととする。

第４６条 改正法附則第１８条第１項の規定に基づ

き、平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税については、法附則第２５条の３

の規定を適用しないこととする。

（農地に対して課する平成３０年度から平成３２

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３０年度から平成３２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。

 ［略］  ［略］

第４９条 市街化区域農地に係る平成３０年度から

 平成３２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

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。

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

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３０年度から平成３２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

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は、前項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

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。

（土地に対して課する平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の都市計画税の特例に関する

用語の意義）

（土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に関する

用語の意義）

第５３条 ［略］ 第５３条 ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１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

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５２万円を超える場合には、５２万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１３万円を超える場合には、１３

万円）の合算額とする。

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５２万円を超える場合には、５２万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１６万円を超える場合には、１６万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１３万円を超える場合には、１３

万円）の合算額とする。

 ［略］  ［略］

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２７万５，０００円を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２７万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。）

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に５０万円を乗じて得た

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に４９万円を乗じて得た



額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則    附 則 

１～７ ［略］ １～７ ［略］

 （病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例

）

 （病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例

）

８ 平成３６年３月３１日までの間、第３条第１項

中「後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援

金等」という。）及び」とあるのは「後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。

）及び同法の規定による病床転換支援金等（以下

この項において「病床転換支援金等」という。）

並びに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるの

は「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の

」とする。

８ 平成３０年３月３１日までの間、第３条第１項

中「後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援

金等」という。）及び」とあるのは「後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。

）及び同法の規定による病床転換支援金等（以下

この項において「病床転換支援金等」という。）

並びに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるの

は「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の

」とする。

９～２６ ［略］ ９～２６ ［略］

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４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国民健康保険税条例第２１条第１項第２号及

び第３号の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

平成２９年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


