
（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。）の規

定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等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等を定め

るものとする。

（定 義）

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。

（基準該当介護予防サービスに関する基準）

第３条 法第５４条第１項第２号の条例で定める基準は、次条及び第５条に定めるもの

のほか、次の各号に掲げる基準該当介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定

める規定に定めるところによる。

� 基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等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（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基

準」という。）第４１条第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下

同じ。） 指定介護予防サービス等基準第４１条から第４４条まで並びに指定介護予

防サービス等基準第４５条において準用する指定介護予防サービス等基準第４条、

第８条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２０条（第１項を除く。）、第２１

条、第２３条、第２４条、第２５条第１項及び第３項、第２６条、第２８条から第３３条まで、

第３４条（第５項及び第６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第３７条第１項

並びに第３８条から第４０条まで

議 案 第１０２号

大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例案
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� 基準該当介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準第５８条第１項に

規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。） 指定介護予防

サービス等基準第５８条から第６０条まで並びに指定介護予防サービス等基準第６１条

において準用する指定介護予防サービス等基準第８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２８条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第

６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第４６条、第５０条（第１項を除く。）、

第５１条、第５２条第１項、第５３条、第５４条第１項、第５６条及び第５７条

� 基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準第１１２条第１項に規

定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス

等基準第１１２条から第１１４条まで並びに指定介護予防サービス等基準第１１５条にお

いて準用する指定介護予防サービス等基準第８条から第１４条まで、第１６条、第１７

条、第１９条、第２１条、第２３条、第２４条、第３０条から第３３条まで、第３４条（第５項

及び第６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第５２条第１項、第９６条、第

１００条（第１項を除く。）、第１０１条から第１０５条まで、第１０６条第１項及び第１０８条

から第１１１条まで

� 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等基準第１７９条に

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。） 指定介護予

防サービス等基準第１７９条から第１８４条まで並びに指定介護予防サービス等基準第

１８５条において準用する指定介護予防サービス等基準第９条から第１３条まで、第

１６条、第１９条、第２１条、第２３条、第３０条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第

６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第５２条第１項、第１０２条、第１０４条、

第１０５条、第１２８条、第１３３条、第１３４条、第１３５条（第１項を除く。）、第１３６条から

第１４０条まで、第１４１条第１項及び第１４３条から第１５０条まで

� 基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等基準第２７９条第１項

に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。） 指定介護予防
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サービス等基準第２７９条並びに指定介護予防サービス等基準第２８０条において準用

する指定介護予防サービス等基準第８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３１条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第６項を除く。）、

第３４条の２から第３６条まで、第５２条第１項、第１０２条第１項及び第２項、第２６５条、

第２６７条、第２６８条、第２６９条（第１項を除く。）、第２７０条から第２７４条まで、第２７５

条第１項並びに第２７７条から第２７８条の２まで

（基準該当介護予防サービスに係る管理者の責務）

第４条 基準該当介護予防サービスの事業を行う者（以下「基準該当介護予防サービ

ス事業者」という。）が当該事業を行う事業所の管理者は、前条に定める基準のう

ち、次の各号に掲げる基準該当介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める

規定に係る部分及び次条の規定を当該事業所の従業者に遵守させるため必要な指揮

命令を行うものとする。

� 基準該当介護予防訪問介護 指定介護予防サービス等基準第４４条並びに指定介

護予防サービス等基準第４５条において準用する指定介護予防サービス等基準第８

条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第２０条（第１項を除く。）、第２１条、

第２３条、第２４条、第２５条第３項、第２６条、第２８条から第３３条まで、第３４条（第５

項及び第６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第３７条第１項並びに第３８条

から第４０条まで

� 基準該当介護予防訪問入浴介護 指定介護予防サービス等基準第６１条において

準用する指定介護予防サービス等基準第８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２８条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第６項を除

く。）、第３４条の２から第３６条まで、第５０条（第１項を除く。）、第５１条、第５３条、

第５４条第１項、第５６条及び第５７条

� 基準該当介護予防通所介護 指定介護予防サービス等基準第１１５条において準

用する指定介護予防サービス等基準第８条から第１４条まで、第１６条、第１７条、第
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１９条、第２１条、第２３条、第２４条、第３０条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第

６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第１００条（第１項を除く。）、第１０１条

から第１０５条まで、第１０６条第１項及び第１０８条から第１１１条まで

� 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等基準第１８４条並

びに指定介護予防サービス等基準第１８５条において準用する指定介護予防サービ

ス等基準第９条から第１３条まで、第１６条、第１９条、第２１条、第２３条、第３０条から

第３３条まで、第３４条（第５項及び第６項を除く。）、第３４条の２から第３６条まで、

第１０２条、第１０４条、第１０５条、第１３３条、第１３４条、第１３５条（第１項を除く。）、第

１３６条から第１４０条まで、第１４１条第１項及び第１４３条から第１５０条まで

� 基準該当介護予防福祉用具貸与 指定介護予防サービス等基準第２８０条におい

て準用する指定介護予防サービス等基準第８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３１条から第３３条まで、第３４条（第５項及び第６項を

除く。）、第３４条の２から第３６条まで、第１０２条第１項及び第２項、第２６９条（第１

項を除く。）、第２７０条から第２７４条まで、第２７５条第１項並びに第２７７条から第２７８

条の２まで

（基準該当介護予防サービスに係る記録の整備）

第５条 基準該当介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる基準該当介護予防

サービスの区分に応じ、当該各号に定める利用者に対する基準該当介護予防サービ

スの提供に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなけ

ればならない。

� 基準該当介護予防訪問介護 指定介護予防サービス等基準第３７条第２項各号に

掲げる記録

� 基準該当介護予防訪問入浴介護 指定介護予防サービス等基準第５４条第２項各

号に掲げる記録

� 基準該当介護予防通所介護 指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項各号
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に掲げる記録

� 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等基準第１８５条に

おいて読み替えて準用する指定介護予防サービス等基準第１４１条第２項各号に掲

げる記録

� 基準該当介護予防福祉用具貸与 指定介護予防サービス等基準第２７５条第２項

各号に掲げる記録

（法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者等）

第６条 法第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において準用する法第７０条の２

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、法人である者とする。

ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所

により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通

所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請又は指

定の更新の申請にあっては、この限りでない。

（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）

第７条 法第１１５条の４第１項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条

第２項の指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びに指定介護

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は、次条か

ら第１０条までに定めるもののほか、指定介護予防サービス等基準第１条から第３条

まで及び次の各号に掲げる指定介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める

規定に定めるところによる。

� 指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準第４条に規定する指定介

護予防訪問介護をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準第４条から

第２４条まで、第２５条第１項及び第３項、第２６条から第３６条まで、第３７条第１項並

びに第３８条から第４０条まで

� 指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準第４６条に規定する指
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定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準第

４６条から第５１条まで、第５２条第１項、第５３条、第５４条第１項及び第５５条から第５７

条まで

� 指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス等基準第６２条に規定する指定介

護予防訪問看護をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準第６２条から

第７２条まで、第７３条第１項及び第７５条から第７７条まで並びに指定介護予防サービ

ス等基準第７４条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条、第９条、

第１１条から第１３条まで、第１５条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第２８条から第

３６条まで及び第５２条第１項

� 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等基準第７８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。） 指定介護

予防サービス等基準第７８条から第８２条まで、第８３条第１項、第８５条及び第８６条並

びに指定介護予防サービス等基準第８４条において準用する指定介護予防サービス

等基準第８条から第１３条まで、第１５条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第２８条

から第３１条まで、第３３条から第３６条まで、第５２条第１項及び第６７条

� 指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス等基準第８７条に規定す

る指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス

等基準第８７条から第９１条まで、第９２条第１項、第９４条及び第９５条並びに指定介護

予防サービス等基準第９３条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条

から第１３条まで、第１６条、第１８条、第１９条、第２１条、第２３条、第２８条から第３１条

まで、第３３条から第３６条まで、第５２条第１項及び第６７条

� 指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準第９６条に規定する指定介

護予防通所介護をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準第９６条から

第１０５条まで、第１０６条第１項及び第１０８条から第１１１条まで並びに指定介護予防

サービス等基準第１０７条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条か
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ら第１７条まで、第１９条、第２１条、第２３条、第２４条、第３０条から第３６条まで及び第

５２条第１項

� 指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準第１１６条

に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。） 指定介

護予防サービス等基準第１１６条から第１１８条まで、第１１９条第１項、第１２０条、第

１２１条、第１２２条第１項及び第１２３条から第１２７条まで

� 指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準第１２８条に規定

する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）（ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の事業（指定介護予防サービス等基準第１５１条に規定するユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）に係るもの

を除く。） 指定介護予防サービス等基準第１２８条から第１３１条まで、第１３２条（第

７項第１号を除く。）、第１３３条から第１４０条まで、第１４１条第１項及び第１４３条から

第１５０条まで並びに指定介護予防サービス等基準第１４２条において準用する指定介

護予防サービス等基準第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、

第２３条、第３０条から第３６条まで、第５２条第１項、第１０２条、第１０４条及び第１０５条

	 指定介護予防短期入所生活介護（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業に係るものに限る。） 指定介護予防サービス等基準第１２９条、第１３０条、第

１５１条、第１５２条、第１５３条（第７項第１号を除く。）、第１５４条から第１５８条まで及

び第１６０条から第１６４条まで並びに指定介護予防サービス等基準第１５９条において

準用する指定介護予防サービス等基準第１３３条、第１３４条、第１３６条、第１３７条、第

１４０条及び第１４１条第１項並びに指定介護予防サービス等基準第１５９条において準

用する指定介護予防サービス等基準第１４２条において準用する指定介護予防サー

ビス等基準第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３条、

第３０条から第３６条まで、第５２条第１項、第１０４条及び第１０５条


 指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス等基準第１８６条に規定
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する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）（ユニット型指定介護予

防短期入所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基準第２０３条に規定するユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）に係るもの

を除く。） 指定介護予防サービス等基準第１８６条から第１９３条まで、第１９４条第１

項及び第１９６条から第２０２条まで並びに附則第７条から第９条まで、第１１条及び第

１２条並びに指定介護予防サービス等基準第１９５条において準用する指定介護予防

サービス等基準第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３

条、第３０条、第３１条、第３３条から第３６条まで、第５２条第１項、第１０２条、第１０４条、

第１２１条、第１３３条、第１３４条第２項及び第１４０条

� 指定介護予防短期入所療養介護（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業に係るものに限る。） 指定介護予防サービス等基準第１８７条、第２０３条から

第２０９条まで及び第２１１条から第２１５条まで並びに指定介護予防サービス等基準第

２１０条において準用する指定介護予防サービス等基準第１８９条、第１９１条及び第１９４

条第１項並びに指定介護予防サービス等基準第２１０条において準用する指定介護

予防サービス等基準第１９５条において準用する指定介護予防サービス等基準第９

条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３６条まで、第５２条第１項、第１０４条、第１２１条、第１３３条、第１３４条第

２項及び第１４０条

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等基準第２３０条

第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）（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（指定介護予防サービス

等基準第２５３条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護をいう。以下同じ。）を除く。） 指定介護予防サービス等基準第２３０条から

第２４３条まで、第２４４条第１項及び第２４６条から第２５２条まで並びに附則第１５条並び

に指定介護予防サービス等基準第２４５条において準用する指定介護予防サービス
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等基準第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０条から第３６条まで、第５１条、第５２

条第１項、第１０４条及び第１０５条

 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 指定介護予防サー

ビス等基準第２５３条から第２６０条まで、第２６１条第１項、第２６３条及び第２６４条並び

に附則第１５条及び第１８条並びに指定介護予防サービス等基準第２６２条において準

用する指定介護予防サービス等基準第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０条か

ら第３６条まで、第５１条、第５２条第１項、第１０４条、第１０５条、第２３５条から第２３９条

まで及び第２４１条から第２４３条まで

� 指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等基準第２６５条に規定する

指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービス等基準

第２６５条から第２７４条まで、第２７５条第１項及び第２７７条から第２７８条の２まで並び

に指定介護予防サービス等基準第２７６条において準用する指定介護予防サービス

等基準第８条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第３１条から第３６条まで、第５２条

第１項並びに第１０２条第１項及び第２項

� 指定特定介護予防福祉用具販売（指定介護予防サービス等基準第２８１条に規定

する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービ

ス等基準第２８１条から第２８７条まで、第２８８条第１項及び第２９０条から第２９２条まで

並びに指定介護予防サービス等基準第２８９条において準用する指定介護予防サー

ビス等基準第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２３条、第２９条、第

３１条から第３６条まで、第５２条第１項、第１０２条第１項及び第２項、第２７０条から第

２７２条まで並びに第２７４条

（指定介護予防サービスに係る管理者の責務）

第８条 指定介護予防サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所の管理者は、

前条に定める基準のうち、次の各号に掲げる指定介護予防サービスの区分に応じ、

当該各号に定める規定に係る部分及び次条の規定を当該事業所の従業者に遵守させ
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るため必要な指揮命令を行うものとする。

� 指定介護予防訪問介護 指定介護予防サービス等基準第８条から第２４条まで、

第２５条第３項、第２６条から第３６条まで、第３７条第１項及び第３８条から第４０条まで

� 指定介護予防訪問入浴介護 指定介護予防サービス等基準第５０条、第５１条、第

５３条、第５４条第１項及び第５５条から第５７条まで

� 指定介護予防訪問看護 指定介護予防サービス等基準第６６条から第７２条まで、

第７３条第１項及び第７５条から第７７条まで並びに指定介護予防サービス等基準第７４

条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条、第９条、第１１条から第

１３条まで、第１５条から第１９条まで、第２１条、第２３条及び第２８条から第３６条まで

� 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等基準第８１条、

第８２条、第８３条第１項、第８５条及び第８６条並びに指定介護予防サービス等基準第

８４条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条から第１３条まで、第１５

条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第２８条から第３１条まで、第３３条から第３６条

まで及び第６７条

� 指定介護予防居宅療養管理指導 指定介護予防サービス等基準第９０条、第９１条、

第９２条第１項、第９４条及び第９５条並びに指定介護予防サービス等基準第９３条にお

いて準用する指定介護予防サービス等基準第８条から第１３条まで、第１６条、第１８

条、第１９条、第２１条、第２３条、第２８条から第３１条まで、第３３条から第３６条まで及

び第６７条

� 指定介護予防通所介護 指定介護予防サービス等基準第１００条から第１０５条まで、

第１０６条第１項及び第１０８条から第１１１条まで並びに指定介護予防サービス等基準

第１０７条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条から第１７条まで、

第１９条、第２１条、第２３条、第２４条及び第３０条から第３６条まで

� 指定介護予防通所リハビリテーション 指定介護予防サービス等基準第１２０条、

第１２１条、第１２２条第１項及び第１２３条から第１２７条まで
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� 指定介護予防短期入所生活介護（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業に係るものを除く。） 指定介護予防サービス等基準第１３３条から第１４０条ま

で、第１４１条第１項及び第１４３条から第１５０条まで並びに指定介護予防サービス等

基準第１４２条において準用する指定介護予防サービス等基準第９条から第１３条ま

で、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３条、第３０条から第３６条まで、第１０２

条、第１０４条及び第１０５条

	 指定介護予防短期入所生活介護（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業に係るものに限る。） 指定介護予防サービス等基準第１５５条から第１５８条ま

で及び第１６０条から第１６４条まで並びに指定介護予防サービス等基準第１５９条にお

いて準用する指定介護予防サービス等基準第１３３条、第１３４条、第１３６条、第１３７条、

第１４０条及び第１４１条第１項並びに指定介護予防サービス等基準第１５９条において

準用する指定介護予防サービス等基準第１４２条において準用する指定介護予防

サービス等基準第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３

条、第３０条から第３６条まで、第１０４条及び第１０５条


 指定介護予防短期入所療養介護（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業に係るものを除く。） 指定介護予防サービス等基準第１８９条から第１９３条ま

で、第１９４条第１項及び第１９６条から第２０２条まで並びに指定介護予防サービス等

基準第１９５条において準用する指定介護予防サービス等基準第９条から第１３条ま

で、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３条、第３０条、第３１条、第３３条から第

３６条まで、第１０２条、第１０４条、第１２１条、第１３３条、第１３４条第２項及び第１４０条

� 指定介護予防短期入所療養介護（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業に係るものに限る。） 指定介護予防サービス等基準第２０６条から第２０９条ま

で及び第２１１条から第２１５条まで並びに指定介護予防サービス等基準第２１０条にお

いて準用する指定介護予防サービス等基準第１８９条、第１９１条及び第１９４条第１項

並びに指定介護予防サービス等基準第２１０条において準用する指定介護予防サー
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ビス等基準第１９５条において準用する指定介護予防サービス等基準第９条から第

１３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２１条、第２３条、第３０条、第３１条、第３３条

から第３６条まで、第１０４条、第１２１条、第１３３条、第１３４条第２項及び第１４０条

� 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。） 指定介護予防サービス等基準第２３４条から第２４３

条まで、第２４４条第１項及び第２４６条から第２５２条まで並びに指定介護予防サービ

ス等基準第２４５条において準用する指定介護予防サービス等基準第１１条、第１２条、

第２１条、第２３条、第３０条から第３６条まで、第５１条、第１０４条及び第１０５条

 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 指定介護予防サー

ビス等基準第２５８条から第２６０条まで、第２６１条第１項、第２６３条及び第２６４条並び

に指定介護予防サービス等基準第２６２条において準用する指定介護予防サービス

等基準第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０条から第３６条まで、第５１条、第

１０４条、第１０５条、第２３５条から第２３９条まで及び第２４１条から第２４３条まで

� 指定介護予防福祉用具貸与 指定介護予防サービス等基準第２６９条から第２７４条

まで、第２７５条第１項及び第２７７条から第２７８条の２まで並びに指定介護予防サー

ビス等基準第２７６条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条から第

１９条まで、第２１条、第２３条、第３１条から第３６条まで並びに第１０２条第１項及び第

２項

� 指定特定介護予防福祉用具販売 指定介護予防サービス等基準第２８５条から第

２８７条まで、第２８８条第１項及び第２９０条から第２９２条まで並びに指定介護予防サー

ビス等基準第２８９条において準用する指定介護予防サービス等基準第８条から第

１４条まで、第１６条から第１８条まで、第２３条、第２９条、第３１条から第３６条まで、第

１０２条第１項及び第２項、第２７０条から第２７２条まで並びに第２７４条
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（指定介護予防サービスに係る記録の整備）

第９条 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービスの

区分に応じ、当該各号に定める利用者に対する指定介護予防サービスの提供に関す

る記録を整備し、当該サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。

� 指定介護予防訪問介護 指定介護予防サービス等基準第３７条第２項各号に掲げ

る記録

� 指定介護予防訪問入浴介護 指定介護予防サービス等基準第５４条第２項各号に

掲げる記録

� 指定介護予防訪問看護 指定介護予防サービス等基準第７３条第２項各号に掲げ

る記録

� 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等基準第８３条第

２項各号に掲げる記録

� 指定介護予防居宅療養管理指導 指定介護予防サービス等基準第９２条第２項各

号に掲げる記録

� 指定介護予防通所介護 指定介護予防サービス等基準第１０６条第２項各号に掲

げる記録

� 指定介護予防通所リハビリテーション 指定介護予防サービス等基準第１２２条

第２項各号に掲げる記録

� 指定介護予防短期入所生活介護（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業に係るものを除く。） 指定介護予防サービス等基準第１４１条第２項各号に掲

げる記録

	 指定介護予防短期入所生活介護（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業に係るものに限る。） 指定介護予防サービス等基準第１５９条において読み替

えて準用する指定介護予防サービス等基準第１４１条第２項各号に掲げる記録


 指定介護予防短期入所療養介護（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の
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事業に係るものを除く。） 指定介護予防サービス等基準第１９４条第２項各号に掲

げる記録

� 指定介護予防短期入所療養介護（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業に係るものに限る。） 指定介護予防サービス等基準第２１０条において読み替

えて準用する指定介護予防サービス等基準第１９４条第２項各号に掲げる記録

� 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。） 指定介護予防サービス等基準第２４４条第２項各号

に掲げる記録

 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 指定介護予防サー

ビス等基準第２６１条第２項各号に掲げる記録

� 指定介護予防福祉用具貸与 指定介護予防サービス等基準第２７５条第２項各号

に掲げる記録

� 指定特定介護予防福祉用具販売 指定介護予防サービス等基準第２８８条第２項

各号に掲げる記録

（指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅）

第１０条 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等基準第１２９

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。以下同じ。）の

廊下の幅は、１．８メートル以上（中廊下にあっては、２．７メートル以上）とする。た

だし、ユニット型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等

基準第１５３条第１項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所を

いう。）にあっては、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、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）とすることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、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。）に併設され
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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と一体的

に運営が行われるものの廊下については、特別養護老人ホームとして必要とされる

幅を有することで足りるものとする。

（指定介護予防サービス等基準等の改正に伴う経過措置）

第１１条 指定介護予防サービス等基準（指定介護予防サービス等基準を改正する省令

を含む。）の改正により、現にこの条例の規定による基準に適合している指定介護

予防サービス等の事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過

措置については、市規則で定める。

（施行の細目）

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２５年大阪市条例第 号。以下「指定居宅サービス等基準条例」とい

う。）第７条（第９号中指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）附則

第３条に係る部分に限る。）及び附則第２項の規定の適用を受けている指定短期入

所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第１２１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。）において指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等

基準第１２０条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行う指定短期

入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第１２１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。）が、指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介

護予防サービス等基準第１２９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。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業
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と指定短期入所生活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、第７条（第８号中指定介護予防サービス等基準第１３２条第６項第

１号イ及びロ並びに第２号イ並びに第７項に係る部分に限る。）及び第１０条の規定

は適用しない。

３ 指定居宅サービス等基準条例第７条（第１０号中指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１５年厚生労働省令第２８号）

附則第３条に係る部分に限る。）の規定の適用を受けているユニット型指定短期入

所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第１４０条の４第１項に規定するユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業所をいう。）においてユニット型指定短期入所生活

介護の事業（指定居宅サービス等基準第１４０条の２に規定するユニット型指定短期

入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）を行うユニット型指定短期入所生活介護

事業者（指定居宅サービス等基準第１４０条の４第１項に規定するユニット型指定短

期入所生活介護事業者をいう。）が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事

業者（指定介護予防サービス等基準第１５３条第１項に規定するユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業者をいう。）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生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが

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、第７条に定める基

準のうち、同条第９号に定める指定介護予防サービス等基準第１５３条第６項に係る

部分の適用にあっては、同項第１号ロ�中「２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

４ 指定居宅サービス等基準条例第７条（第１３号及び第１４号中指定居宅サービス等基

準附則第１３条に係る部分に限る。）の規定の適用を受けている有料老人ホーム（老

人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームをいう。）については、第７条に

定める基準のうち、同条第１２号に定める指定介護予防サービス等基準第２３３条第３
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項に係る部分にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

５ この条例の施行の際現に存する指定介護予防短期入所生活介護事業所のうち、こ

の条例の施行の日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部を改正する省令（平成２３年厚生労働省令第１０６号）附則第８

条第１項の規定の適用を受けていたものについては、同項に定めるところによる。

ただし、記録の保存期間及びこれに係る管理者の指揮命令については、第８条及び

第９条の規定の例によるものとする。

平成２５年２月１５日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

介護保険法に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等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その他必要な事項を定め

るため、条例を制定する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（特例介護予防サービス費の支給）

第５４条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費

を支給する。

� 省 略

� 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当す

るサービス（指定介護予防サービスの事業に係る第１１５条の４第１項の都道府県の条例で定

める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第２項に規定する指定介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービ

スの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認め

られる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護

予防サービス」という。）を受けた場合において、必要があると認めるとき。

�－� 省 略

２－５ 省 略

（指定の更新）

第７０条の２ 第４１条第１項本文の指定は、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過

によって、その効力を失う。

２－３ 省 略

４ 前条の規定は、第１項の指定の更新について準用する。

（指定介護予防サービス事業者の指定）

第１１５条の２ 省 略

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号（病院等により行われる介護

予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪

問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護

に係る指定の申請にあっては、第６号の２、第６号の３、第１０号の２及び第１２号を除く。）の

いずれかに該当するときは、第５３条第１項本文の指定をしてはならない。

� 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

�－� 省 略

３ 省 略

（参 考）

介護保険法（抄）
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第１１５条の４ 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例

で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業

者を有しなければならない。

２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県

の条例で定める。

３－６ 省 略

（準 用）

第１１５条の１１ 第７０条の２、第７１条及び第７２条の規定は、第５３条第１項本文の指定について準用

する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

介護保険法施行令（抄）

（指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え）

第３５条の１１ 法第１１５条の１１の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

省 略 省 略 省 略

第７０条の２第４項 前条 第１１５条の２

第１項
第１１５条の１１において準用す

る第１項

省 略 省 略 省 略
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