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「介護保険法施行規則等 の一部 を改正す る省令」 の公布等 につい て

時下ますます ご清祥 のこ ととお慶び申 し上げます。
さて、介護保険法施行規則等 の一部 を改正す る省令 (平 成 30年 厚生 労働省令第 80号 )が

6月 29日 に公布 され、平成

30年 10月

1日 よ り施行 され ることとな りま した。 当該改正省

令では、介護保 食法施行規則におけ る、介護保険サー ビスの指定 申請に係 る文書等 の削減 に
F夕

関 して、一部改正がな されてお ります。
主な改正 内容 といた しま しては、介護保険サー ビス事業所 としての指定 申請 に係 る文書等
を削減す る観 点か ら、全サー ビス を対象 とした 「申請者 または開設者 の定款、寄付行為等」
や 「役員 の氏名 、生年月 日及び住所」等 の項 目の削除、一部サー ビス を対象 とした 「事業所
の管理者 の経歴 」等 の項 目の削除な どが含 まれてお ります。
つ きま しては、貴会 におかれま して も本件 につい て ご了知 いただき、郡市区医師会お よび
会員 へ の周知方 よろ しくご高配 のほ どお願 い 申し上げます。

(添 付資料)
・「介護保険法施行規則等 の一部 を改正す る省令」の公布等について
(平 30。 6,29老 発 0629第 3号 厚生労働省老健局長 通知 )
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「介護保険法施行規則等 の一 部 を改正す る省令」 の公布等について

介護保険制度の運営につきま しては、平素 より種々御尽力をいただき、厚 く御礼申 し上げます。
介護保険法施行規則等の一部を改正す る省令 (平 成 30年 厚生労働省令第 80号 。以下「改正省令」
とい う。)に ついては、本 日公布 され、平成 30年 10月 1日 (以 下「施行 日」とい う。)よ り施行する
こととしています。
改正省令の主な内容及び改正省令 に関連する文書の取扱いについては、下記の通 りですので、貴
職におかれましては、これを御了知いただくとともに、市町村 (特 別区を含む。)を 始め、関係者、
関係団体等 に対 し周知をお願いいた します。

記
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改正省令 の概要

介護保険法施行規則

(平 成

11年 厚生省令第 36号 。以下 「施行規則」 とい う。)の 一部改正

・指定申請に係 る文書等を削減す る観 点か ら、介護保険サー ビスの指定等につ き、以下の対応 を行
r)。

1

申請者又は開設者 の定款 、寄附行為等
申請者又は開設者 の法人格 を確認す る趣 旨で、「申請者 (又 は閉設者 )の 定款、寄附行為等及び
その登記事項証明書又は条例等」の提出を求め ているが、法人格につい ては直近 の登記事項証明書
のみで確認 できるため、申請者又は開設者 の定款、寄附行為等 の項 目を削除す る。
(全 サ ー ビス)

2

事業所 の管理者 の経歴
事業所 に適切 に管理者 を配置 して い ることを確認す るために提出 を求 めているが 、経歴 の情報
が無 くとも氏名 、住所、生年月 日の情報 をもつて配置が確認できるため、事業所 の管理者 の経歴 の
項 目を削除す る。
((介 護 予防 )認 知症対応 型通所介 護 、 (介 護 予防 )認 知症対応型 共 同生活介護 、 (介 護 予防 )

小規模 多機 能型居宅介護 、看護小規模 多機 能型居 宅介護 を除 く各サ ー ビス)

3

役員 の氏名 、生年月 日及 び住所
役員 が欠 格事 由に該当 しない ことを確認す る書類 に付随 して提出を求 めているが、役員 の氏名、
生年月 日及び住所 の情報 が無 くとも代表者 が誓約書 にて誓約す ることをもつて確認 できるため、
役員 の氏名、生年月 日及び住所 の項 目を削除す る。
(全 サ ー ビス)

4

当該 申請 に係 る事業に係 る資産の状況
申請者 が適 切 に事業 を実施できることを確認す るために資産 の状況 の提 出を求めてい るもので
あるが、指定基準 (設 備基準)を 満た しているかについては 「事業所 の平面図 (並 びに設備及び
備品 の概要)」 によ り確認 で きるため、当該 申請 に係 る事業に係 る資産 の状況 の項 目を削除す る。
(全 サ ー ビス )

5

当該 申請 に係 る事業に係 る各介護サー ビス事業費 の請求に関す る事項
申請者 が道 切 に事業 を実施 できるこ とを確認す るために提出を求 めてい るものであるが、介護
給付費 の請求手続 きにお いてのみ求 めることで足 りるため、当該 申請 に係 る事業に係 る各介護サ
ー ビス事業費 の請求に関す る事項 の項 目を削除す る。
((介 護 予 防 )福 祉用具販 売 を除 く各 サ ー ビス )

6

介護支援専門員 の氏名及 びそ の登録番号
介護支援専門員 の配置状況 を確認す るために提 出を求 めてい るものであるが 、別途提出す る従

業者 の勤務態勢及 び勤務形態にて配置状況を確認 できるため、介護支援専門員 の氏名及びその登
録番号の項 目を削除する。
(訪 問介護、夜間対応型訪間介護、(介 護 予防)訪 問入浴介護、 (介 護予防)訪 問看護 、通所介
護、 (介 護予防)認 知症対応型通所介護、 (介 護 予防)短 期入所生活介護 、 (介 護予防)訪 問 ヅ
ハ ビ ジテーシ ョン、 (介 護予防)通 所 リハ ビ リテーシ ョン、 (介 護予防)居 宅療養管理指導、
(介 護 予防)福 祉用具貸 与、 (介 護予防)福 祉用具販売、地域密着型通所介護 、定期 巡回・随
時対応型訪問看護介護 を除 く各サー ビス)
その他 の文書 の削減 について
「
第 一の対応 に加 え、各介護保険サー ビスに係 る指定 の 申請等に際 しては、 事業所 の平面図」や
「建物 の構造概要及 び平面図 (各 室 の用途 を明示す るもの とす る。)並 びに設備 の概要」 を記載 し
た書類等 を求 める場合 があるが、 こ うした書類等 に付随 して、写真 を添付す るこ とを求 める場合

第二

があるもの と承知 している。
「事業所 の平面図」や 「建 物 の構造概要及 び平面図 (各 室 の用途 を明示す るもの とす る。)並 び
に設備 の概要」 については、各介護保険 サー ビス事業所 が各サー ビスの指定基準 に則 つてサー ビ
ス提供 ができるかを確認す るための もので あることか ら、 これ に写真 を付随 させ る場合 につい て
も、指定 の設備基準 として規定 されてい る事項 を確認す るための もの に限 り、添付 させ ることと
され たい。
そ の他 の事項について
上 記 の よ うな指定申請 に係 る文書 の削減 に合わせて 、今後、「指定定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所、指定複合型サー ビス事業所、指定特定施設入居者 生活介護 事業所 の指定 に関す
る様式例について」 (平 成 18年 2月 20日 付事務連絡 )及 び 「指定居 宅サー ビス事業所等 の指定

第二

等 に関す る参考様式 (案 )に つい て」 (平 成 18年 2月 28日 付事務連絡 )に おいてお示 しした指
定 申請 に係 る参照様式につい て、現在 、その改正を検討 して い るところ。改正 後 の参照様式につ
いては、施行 日を目途にお示 ししたい と考 えているため、 こ うしたもの も活用 した うえで、手続
きの簡略化 に努めていただ きたい。
以上

