第 １３ 号議案

国立市指定 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
並びに指定 地域密着 型介護予防 サービス に係る介護 予防のた めの効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成 ２７ 年 ２ 月 ２６ 日
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介護保 険法等の一 部改正に 伴い、介護 サービス の名称及び利 用
定員等を変更するため、条例の一部を改正するものである。

国立市指定 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
並びに指定 地域密着 型介護予防 サービス に係る介護 予防のた めの効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案
国立市指定 地域密着 型介護予防 サービス の事業の人 員、設備 及び運営並 び
に指定地域 密着型介 護予防サー ビスに係 る介護予防 のための 効果的な支援 の
方法に関す る基準を 定める条例 （平成２ ５年３月国 立市条例 第５号）の一 部
を次のように改正する。

第２条第１ 号中「第 ８条の２第 １４項」 を「第８条 の２第１ ２項」に改 め
る。
第８条第５項 中「第 ６２条」を「 第６２ 条第１項」に 、「第 ６３条第２項 」
を「第６２ 条第２項 」に、「前 ４項」を 「第１項か ら第４項 まで」に改め 、
同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。

５

前項た だし書の 場合（単独 型・併設 型指定介護 予防認知 症対応型通所 介
護事業者が 第１項に 掲げる設備 を利用し 、夜間及び 深夜に単 独型・併設 型
指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限
る。）には 、当該サ ービスの内 容を当該 サービスの 提供の開 始前に当該 単
独型・併設 型指定介 護予防認知 症対応型 通所介護事 業者に係 る指定を行 っ
た市長に届け出るものとする。
第１０条第 １項中「 、指定介護 予防認知 症対応型共 同生活介 護事業所」 を

「又は指定 介護予防 認知症対応 型共同生 活介護事業 所におい ては共同生活 住
居（法第８ 条第１９ 項又は法第 ８条の２ 第１５項に 規定する 共同生活を営 む
べき住居をいう。）ごとに」に、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を
「指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設」に改める。
第１９条及び 第２０ 条中「第８条 の２第 １８項」を「 第８条 の２第１６項 」
に改める。
第３８条に次の１項を加える。
４

指定介 護予防認 知症対応型 通所介護 事業者は、 第８条第 ５項の単独型 ・
併設型指定 介護予防 認知症対応 型通所介 護以外のサ ービスの 提供により 事
故が発生し た場合は 、第１項及 び第２項 の規定に準 じた必要 な措置を講 じ
なければならない。
第４６条第１ 項ただ し書中「若し くは同 一敷地内」を 「、同 一敷地内」に 、

「含む。） 」を「含 む。）若し くは法第 １１５条の ４５第１ 項に規定する 介
護予防・日 常生活支 援総合事業 （同項第 １号ニに規 定する第 一号介護予防 支
援事業を除 く。）」 に改め、同 条第２項 中「指定複 合型サー ビス事業者」 を
「指定看護 小規模多 機能型居宅 介護事業 者」に、「 指定複合 型サービス事 業
所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第３項中
「指定複合 型サービ ス事業所」 を「指定 複合型サー ビス事業 所（指定地域 密
着型サービ ス事業条 例第１９５ 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。）」に改める。
第４８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中
「１５人（ 」を「１ ５人（登録 定員が２ ５人を超え る指定介 護予防小規模 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、」に改め、同号に次の表を加える。

登録定員

利用定員

２６人又は２７人

１６人

２８人

１７人

２９人

１８人

第５０条中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改める。
第６６条中 「及び第 ３２条から 第３９条 まで」を「 、第３２ 条から第３ ７
条まで、第３８条（第４項を除く。）及び第３９条」に改める。
第６７条第２ 項中「 行うとともに 、定期 的に外部の者 による 評価を受けて 」
を「行い」に改める。
第７１条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。
第７５条第１項に次のただし書を加える。
ただし、指 定介護予 防認知症対 応型共同 生活介護事 業所に係 る用地の確
保が困難で あること その他地域 の実情に より指定介 護予防認 知症対応型 共
同生活介護 事業所の 効率的運営 に必要と 認められる 場合は、 一の事業所 に
おける共同生活住居の数を３とすることができる。
第８７条中 「第３７ 条から第３ ９条まで 」を「第３ ７条、第 ３８条（第 ４
項を除く。）、第３９条」に改める。
付

則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

