
（（（（１１１１））））守谷市指定地域密着型守谷市指定地域密着型守谷市指定地域密着型守谷市指定地域密着型サービスサービスサービスサービスのののの事業事業事業事業のののの人員人員人員人員，，，，設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営のののの基準基準基準基準にににに関関関関するするするする条条条条

例例例例（（（（案案案案））））    

（（（（２２２２））））守谷守谷守谷守谷市指定地域密着型介護予防市指定地域密着型介護予防市指定地域密着型介護予防市指定地域密着型介護予防サービスサービスサービスサービスのののの事業事業事業事業のののの人員人員人員人員，，，，設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営のののの基準基準基準基準等等等等

にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（案案案案））））    

（（（（３３３３））））守谷市指定地域密着型介護老人福祉施設守谷市指定地域密着型介護老人福祉施設守谷市指定地域密着型介護老人福祉施設守谷市指定地域密着型介護老人福祉施設のののの入所定員及入所定員及入所定員及入所定員及びびびび指定地域密着型指定地域密着型指定地域密着型指定地域密着型サービサービサービサービ

スススス事業者等事業者等事業者等事業者等のののの指定指定指定指定にににに関関関関するするするする基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例（（（（案案案案））））のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

 

【【【【目的目的目的目的】】】】        

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成２３年法律第３７号）」が平成２３年５月２日に，「介護

サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律

第７２号）」が平成２３年６月２２日に公布されました。  

これにより，これまで国の法律や政省令で全国一律に定められていた介護保険サ

ービス事業者の指定等に関する基準について，都道府県や市町村の条例で定めるこ

ととなりました。  

この度，守谷市では，地域密着型サービスに関係する３つの条例（案）をまとめ

ましたので，市民の皆様からのご意見を募集いたします。 

 

【【【【整備整備整備整備するするするする条例条例条例条例（（（（案案案案））））及及及及びびびびサービスサービスサービスサービスのののの種類種類種類種類】】】】        

（１）守谷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に関する条

例（案）  

◎基準を定めるサービスの種類  

（①から⑧のサービスの内容と対象者については，参考資料をご覧くださ

い。） 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

② 夜間対応型訪問介護  

③ 認知症対応型通所介護  

④ 小規模多機能型居宅介護  

⑤ 認知症対応型共同生活介護  

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護  

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

⑧ 複合型サービス  

※守谷市の地域密着型サービスは，⑤認知症対応型共同生活介護（認知

症高齢者グループホーム）のみです。 

◎関係する厚生労働省令  

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） 

 

（２）守谷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（案）  

◎基準を定めるサービスの種類  



 （①から③のサービスの内容と対象者については，参考資料をご覧くださ

い。） 

① 介護予防認知症対応型通所介護  

② 介護予防小規模多機能型居宅介護  

③ 介護予防認知症対応型共同生活介護  

 ※守谷市の地域密着型介護予防サービスは，③介護予防認知症対応型共

同生活介護（認知症高齢者グループホーム）のみです。 

◎関係する厚生労働省令  

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（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

 

（３）守谷市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービ

ス事業者等の指定に関する基準を定める条例（案） 

①指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員について，従来は「２９人

以下」とされていた規定が，介護保険法第７８条の２第１項の規定で「２

９人以下であって市町村の条例で定める数」となったため，条例で「２９

人以下」とするものです。 

②指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申

請者の資格 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申

請者の資格については，従来は「法人」とされていた規定が，介護保険法

第７８条の２第４項第１号及び法第１１５条の１２第２項第１号の規定で

「市町村の条例で定める」となったため，条例で「法人」とするものです。 

 

【【【【守谷市守谷市守谷市守谷市がががが独自独自独自独自にににに定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準】 

（１）守谷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に関する条

例（案） 

（２）守谷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（案） 

①記録の整備（運営に関する基準） 

    対象：全サービス 

    独自基準：国基準では記録の整備について，２年間保存とされているが，こ

れを５年間保存とする。 

理由：事業者が不適正な介護報酬を受け取った場合には，市から返還請求を

行っている。請求時効は地方自治法の規定により５年間と定められて

いるため，記録の保存を５年間とするもの。 

 ※上記以外は，国の基準に従っております。



 別 紙  

    

指定地域密着型指定地域密着型指定地域密着型指定地域密着型サービスサービスサービスサービス等等等等のののの条例化条例化条例化条例化までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

 

 

地方分権改革推進計画（平成２１年１２月１５日閣議決定） 

地域主権戦略大綱（平成２２年６月２２日閣議決定） 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法

令の整備に関する法律（平成２３年

法律第３７号）」 

（平成２３年５月２日公布） 

 「介護サービスの基盤強化のための介

護保険法等の一部を改正する法律（平

成２３年法律第７２号）」 

 （平成２３年６月２２日公布） 

 

 この２つの法律の施行により介護保険法等の一部を改正する法律が施行され，これ

まで，国の法律や政省令で全国一律に定められていた介護保険サービス事業者の指定

等に関する基準について，都道府県や市町村の条例で定めることとなる。 

 

市町村の条例で定めることとなったもの 

◎ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者

の員数に関する基準を条例で定める。 

◎ 指定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設

備及び運営に関する基準を条例で定める。 

◎ 指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準のうち，指定対象となる施

設及びその入所定員に係る基準を条例で定める。 

◎ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指

定に関する基準のうち，申請者の法人格の有無に係る基準を条例で定める。 

※地域密着型サービスの種類と内容については，参考資料のとおりです。 

 

守谷市で制定する条例 

(1)守谷市指定地域密着型

サービスの事業の人員，

設備及び運営の基準に関

する条例 

  

(2)守谷市指定地域密着型

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 

 

(3)守谷市地域密着型介護

老人福祉施設の入所定員

及び指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関

する基準を定める条例 

 



 

サービスの種類 サービスの種類 サービスの種類 

①定期巡回・随時対応型訪

問介護看護  

②夜間対応型訪問介護  

③認知症対応型通所介護  

④小規模多機能型居宅介護  

⑤認知症対応型共同生活介

護  

⑥地域密着型特定施設入居

者生活介護  

⑦地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護  

⑧複合型サービス  

 

①介護予防認知症対応型通

所介護  

②介護予防小規模多機能型

居宅介護  

③介護予防認知症対応型共

同生活介護  

 

【入所定員について】 

(1)-⑦地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

【事業者等の指定について】 

(1)-①定期巡回・随時対応型訪問

介護看護  

②夜間対応型訪問介護  

③認知症対応型通所介護  

④小規模多機能型居宅介護  

⑤認知症対応型共同生活介

護  

⑥地域密着型特定施設入居

者生活介護  

⑦地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護  

⑧複合型サービス  

(2)-①介護予防認知症対応型通

所介護  

②介護予防小規模多機能型

居宅介護  

③介護予防認知症対応型共

同生活介護  

対象者 対象者 対象者 

要介護１～５ ①～②は，要支援１～２ 

③は，要支援２ 

(1)-①～⑧は，要介護１～５ 

(2)-①～②は，要支援１～２ 

(2)-③は，要支援２ 

市内にあるサービス 市内にあるサービス 市内にあるサービス 

⑤認知症対応型共同生活介 

 護 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ陽だまりの家 

 ・ニチイｹｱｾﾝﾀｰ守谷 

・あっとホームきりん荘 

 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑアンダンテ 

③介護予防認知症対応型共

同生活介護 

  同左 

(1)-⑤認知症対応型共同生活介 

 護 

(2)-③介護予防認知症対応型共

同生活介護 

    同左 

 



 参考資料  

地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービスとはとはとはとは    

 

地域密着型サービスとは，介護が必要になっても住みなれた地域で暮らせるよう，平成

１８年度に創設された介護保険におけるサービスです（平成２４年度からサービスが２つ

追加になりました。）。 

サービスの種類は次の８種類で，市が事業者の指定・指導・監督を行います。 

また，地域密着型サービスを利用できるのは，事業所がある市の住民に限られます。 

サービス種類 対象者 サービス内容 
市内事業

所数 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護 

（平成２４年度か

ら） 

要介護１～５ 

２４時間対応の訪問サービスで，１

日複数回の定期巡回サービスと，利

用者からの通報による随時対応サー

ビス，随時訪問サービス，看護職員

による訪問看護サービスを提供し，

高齢者が安心して居宅で生活が送れ

るよう必要な援助を行うサービス。 

 

 

 

０ 

 

夜間対応型訪問介

護 
要介護１～５ 

夜間に限定した訪問サービスで，訪

問介護員が居宅を訪問し，入浴・排

泄・食事等日常生活上の世話，緊急

時の対応などを行い，夜間において

も高齢者が安心して生活が送れるよ

う必要な援助を行うサービス。 

 

 

０ 

 

認知症対応型通所

介護 

 

要介護１～５ 

 

 

０ 

 

介護予防認知症対

応型通所介護 
要支援１～２ 

認知症の高齢者が，定員１２人以内

の小規模なデイサービスセンターに

通い，家庭的な環境の下で，入浴・

排泄・食事等の介護，生活相談，機

能訓練等を行い，利用者の社会的孤

立感の解消と心身の機能の維持，家

族の介護負担の軽減を図るサービ

ス。 

０ 

小規模多機能型居

宅介護 
要介護１～５ 

 

０ 

 

介護予防小規模多

機能型居宅介護 
要支援１～２ 

高齢者が，居宅で調理・洗濯・掃除

等のサービスを受け，又は事業所に

通い，若しくは短期宿泊し，入浴・

排泄・食事等の介護，生活相談，機

能訓練等のサービスを受けることに

より，居宅生活の継続を援助するサ

ービス。 

 

０ 



認知症対応型共同

生活介護 
要介護１～５ ４ 

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
要支援２ 

認知症の高齢者が，共同生活住居で，

家庭的な環境と地域住民との交流の

もと，入浴・排泄・食事等の介護な

どの日常生活上の世話と機能訓練を

行い，自立した日常生活を営むこと

ができるような援助を行うサービ

ス。 

４ 

地域密着型特定施

設入居者生活介護 
要介護１～５ 

有料老人ホームなどの介護専用型特

定施設のうち，入居定員が２９人以

下の施設に入居し，入浴・排泄・食

事等の介護，生活相談，機能訓練等

及び療養上の世話等のサービスを受

けることにより，高齢者が自立した

日常生活を送れるよう必要な援助を

行うサービス。 

 

 

 

０ 

 

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

要介護１～５ 

定員２９人以下の特別養護老人ホー

ムに入所し，入浴・排泄・食事等の

介護，生活相談，社会生活上の便宜

供与，機能訓練等及び療養上の世話

等のサービスを受けることにより，

高齢者が自立した日常生活を送れる

よう必要な援助を行うサービス。 

 

 

 

０ 

 

複合型サービス 

（平成２４年度か

ら） 

要介護１～５ 

小規模多機能型居宅介護サービス

に，訪問看護サービスを組み合わせ

て，介護度の高い高齢者や医療の必

要な高齢者であっても，居宅におけ

る生活の継続が可能となるよう，必

要な援助を行うサービス。 

 

 

０ 

 

 

 

 


