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○松山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

条例施行規則 

平成２５年３月２９日 

規則第３９号 

改正 平成２７年３月３１日規則第１７号 

平成３０年３月２６日規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，松山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（平成２４年条例第５１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は，条例において使用する用語の例による。 

（電磁的方法による重要事項の提供） 

第３条 条例第５１条の２（条例第６３条，第７５条，第８５条，第９４条，第１２４条，

第２４８条，第２５３条及び第２６２条において準用する場合を含む。以下この項にお

いて同じ。），第１３４条（条例第１６４条の３，第１７１条及び第１８１条において

準用する場合を含む。以下この項において同じ。），第２０６条第１項及び第２３０条

第１項の規則で定める方法は，利用申込者又はその家族からの申出があった場合におい

て，条例第５１条の２，第１３４条，第２０６条第１項又は第２３０条第１項の重要事

項（以下この条において「重要事項」という。）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とする。 

(1) 電子情報処理組織（指定介護予防サービス又は基準該当介護予防サービスの事業を

行う者（以下この条において「指定介護予防サービス等事業者」という。）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。）を使用する方法のうちア又はイに掲げるも

の 

ア 指定介護予防サービス等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
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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 指定介護予防サービス等事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し，

当該利用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，指定介護予防サービス等事業者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） 

(2) 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重要事項を記録した

ものを交付する方法 

２ 電磁的方法は，利用申込者又はその家族がファイルの記録を出力することにより文書

を作成することができるものでなければならない。 

３ 指定介護予防サービス等事業者は，電磁的方法により重要事項を提供しようとすると

きは，あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，次に掲げる事項を示し，文書又は

電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 使用する電磁的方法の種類 

(2) ファイルへの記録の方式 

４ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防サービス等事業者は，文書又は電磁的方法

により利用申込者又はその家族から電磁的方法による重要事項の提供を受けない旨の申

出があったときは，当該利用申込者又はその家族に対し，当該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，当該利用申込者又はその家族が再び同項の規定

による承諾をした場合は，この限りでない。 

第４条から第７条まで 削除 

（指定介護予防訪問入浴介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第８条 条例第５２条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防

訪問入浴介護を行う場合に要する交通費 

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

（指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する記録） 
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第９条 条例第５６条第２項の規定により指定介護予防訪問入浴介護事業者が整備しなけ

ればならない利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する記録は，次のと

おりとする。 

(1) 条例第５１条の１３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 

(2) 条例第５２条の３の規定による市町村への通知に係る記録 

(3) 条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容等の記録 

(4) 条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置に

ついての記録 

（基準該当介護予防訪問入浴介護の事業についての準用） 

第１０条 条例第６３条において準用する条例第５２条第３項の規則で定める費用につい

ては第８条の規定を，条例第６３条において準用する条例第５６条第２項の規定により

基準該当介護予防訪問入浴介護事業者が整備しなければならない利用者に対する基準該

当介護予防訪問入浴介護の提供に関する記録については前条の規定を，それぞれ準用す

る。この場合において，第８条第１号中「指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基

準該当介護予防訪問入浴介護」と，前条第１号中「条例第５１条の１３第２項」とある

のは「条例第６３条において準用する条例第５１条の１３第２項」と，同条第２号中「条

例第５２条の３」とあるのは「条例第６３条において準用する条例第５２条の３」と，

同条第３号中「条例第５５条の８第２項」とあるのは「条例第６３条において準用する

条例第５５条の８第２項」と，同条第４号中「条例第５５条の１０第２項」とあるのは

「条例第６３条において準用する条例第５５条の１０第２項」と読み替えるものとする。 

（指定介護予防訪問看護事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第１１条 条例第７０条第３項の規則で定める費用は，利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合に要する交通費と

する。 

（指定介護予防訪問看護の提供に関する記録） 

第１２条 条例第７４条第２項の規定により指定介護予防訪問看護事業者が整備しなけれ

ばならない利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する記録は，次のとおりと

する。 

(1) 条例第７８条第２項の規定による主治の医師による指示の文書 

(2) 介護予防訪問看護計画書 
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(3) 介護予防訪問看護報告書 

(4) 条例第７５条において準用する条例第５１条の１３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 

(5) 条例第７５条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に係

る記録 

(6) 条例第７５条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容等

の記録 

(7) 条例第７５条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状況

及び事故に際してとった処置についての記録 

（指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が利用者から支払を受けることができる

費用） 

第１３条 条例第８２条第３項の規則で定める費用は，利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合に

要する交通費とする。 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する記録） 

第１４条 条例第８４条第２項の規定により指定介護予防訪問リハビリテーション事業者

が整備しなければならない利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に関する記録は，次のとおりとする。 

(1) 介護予防訪問リハビリテーション計画 

(2) 条例第８５条において準用する条例第５１条の１３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 

(3) 条例第８５条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に係

る記録 

(4) 条例第８５条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容等

の記録 

(5) 条例第８５条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状況

及び事故に際してとった処置についての記録 

（指定介護予防居宅療養管理指導事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第１５条 条例第９１条第３項の規則で定める費用は，指定介護予防居宅療養管理指導の

提供に要する交通費とする。 
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（指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する記録） 

第１６条 条例第９３条第２項の規定により指定介護予防居宅療養管理指導事業者が整備

しなければならない利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する記録

は，次のとおりとする。 

(1) 条例第９４条において準用する条例第５１条の１３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 

(2) 条例第９４条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に係

る記録 

(3) 条例第９４条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容等

の記録 

(4) 条例第９４条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状況

及び事故に際してとった処置についての記録 

第１７条から第１９条まで 削除 

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する記録） 

第２０条 条例第１２３条第２項の規定により指定介護予防通所リハビリテーション事業

者が整備しなければならない利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に関する記録は，次のとおりとする。 

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画 

(2) 条例第１２４条において準用する条例第５１条の１３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 

(3) 条例第１２４条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(4) 条例第１２４条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 条例第１２４条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状

況及び事故に際してとった処置についての記録 

（指定介護予防通所リハビリテーション事業者が利用者から支払を受けることができる

費用） 

第２１条 条例第１１９条の２第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行
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う送迎に要する費用 

(2) 食事の提供に要する費用 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定介護予防通所リハビリテーションにおいて提供さ

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

利用者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第２号の費用については，指定介護予防サービス等基準省令第１１８条の２第４

項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

（指定介護予防短期入所生活介護事業所の設備に関する基準） 

第２２条 条例第１３３条第１項ただし書の規則で定める要件は，次の各号のいずれかに

該当することとする。 

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下この条及び第２５条におい

て「居室等」という。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合は，次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防局長又は消防

署長と相談の上，事業所防災計画に利用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 条例第１４３条において準用する条例第１２１条の４第２項に規定する訓練につ

いては，事業所防災計画に従い，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。 

２ 条例第１３３条第２項の規則で定める要件は，次の各号のいずれかに該当することと

する。 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 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
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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。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 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

ること。 

(2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。 

(4) 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) 居室等が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。ただし，エレ

ベーターを設けるときは，この限りでない。 

４ 前項第１号の規定にかかわらず，条例第１３０条第２項の規定の適用を受ける特別養

護老人ホームにあっては，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する特別養

護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって足りる。 

（指定介護予防短期入所生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第２３条 条例第１３６条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用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予防サービス費が利用者に代わり

当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同号に規定する食費

の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同号に規定する滞在費の

負担限度額）を限度とする。） 

(3) 指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第３号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第４号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用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 

(5) 送迎に要する費用（指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第５号の厚

生労働大臣が別に定める場合を除く。） 
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(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所生活介護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，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，指定介護予防サービス等基準省

令第１３５条第４項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

３ 条例第１３６条第４項後段の規則で定める費用は，第１項第１号から第４号までに掲

げる費用とする。 

（指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する記録） 

第２４条 条例第１４２条第２項の規定により指定介護予防短期入所生活介護事業者が整

備しなければならない利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する記

録は，次のとおりとする。 

(1) 介護予防短期入所生活介護計画 

(2) 条例第１４３条において準用する条例第５１条の１３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 

(3) 条例第１３７条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 条例第１４３条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(5) 条例第１４３条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(6) 条例第１４３条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状

況及び事故に際してとった処置についての記録 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の設備に関する基準） 

第２５条 条例第１５４条第１項ただし書の規則で定める要件は，次の各号のいずれかに

該当することとする。 

(1) 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合は，次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防局

長又は消防署長と相談の上，事業所防災計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保
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するために必要な事項を定めること。 

イ 条例第１４３条において準用する条例第１２１条の４第２項に規定する訓練につ

いては，事業所防災計画に従い，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。 

２ 条例第１５４条第２項の規則で定める要件については，第２２条第２項の規定を準用

する。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は，次のとおりと

する。 

(1) 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

ること。ただし，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) 廊下，共同生活室，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。 

(4) 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) ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。た

だし，エレベーターを設けるときは，この限りでない。 

４ 前項第１号の規定にかかわらず，条例第１３０条第２項の規定の適用を受けるユニッ

ト型特別養護老人ホームにあっては，ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされ

る設備を有することをもって足りる。 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者が利用者から支払を受けることがで

きる費用） 

第２６条 条例第１５５条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用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予防サービス費が利用者に代わり

当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同号に規

定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ
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ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同号に規定す

る滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 指定介護予防サービス等基準省令第１５５条第３項第３号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 指定介護予防サービス等基準省令第１５５条第３項第４号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用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 

(5) 送迎に要する費用（指定介護予防サービス等基準省令第１５５条第３項第５号の厚

生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所生活介護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，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，指定介護予防サービス等基準省

令第１５５条第４項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

３ 条例第１５５条第４項後段の規則で定める費用は，第１項第１号から第４号までに掲

げる費用とする。 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の勤務体制の基準） 

第２７条 条例第１５７条第２項の規則で定める基準は，次のとおりとする。 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 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。 

（共生型介護予防短期入所生活介護の事業についての準用） 

第２７条の２ 条例第１６４条の３において準用する条例第１３６条第３項及び第４項の

規則で定める費用については第２３条の規定を，条例第１６４条の３において準用する

条例第１４２条第２項の規定により共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者が

整備しなければならない利用者に対する共生型介護予防短期入所生活介護の提供に関す



11/18 

る記録ついては第２４条の規定を，それぞれ準用する。この場合において，第２３条第

１項第１号及び第２号中「指定介護予防短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型

介護予防短期入所生活介護事業者」と，同項第３号中「指定介護予防サービス等基準省

令第１３５条第３項第３号」とあるのは「指定介護予防サービス等基準省令第１６６条

において準用する指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第３号」と，同項

第４号中「指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第４号」とあるのは「指

定介護予防サービス等基準省令第１６６条において準用する指定介護予防サービス等基

準省令第１３５条第３項第４号」と，同項第５号中「指定介護予防サービス等基準省令

第１３５条第３項第５号」とあるのは「指定介護予防サービス等基準省令第１６６条に

おいて準用する指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第５号」と，同条第

２項中「指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第４項」とあるのは「指定介護予

防サービス等基準省令第１６６条において準用する指定介護予防サービス等基準省令第

１３５条第４項」と，第２４条第２号及び第４号から第６号までの規定中「条例第１４

３条」とあるのは「条例第１６４条の３」と，同条第３号中「条例第１３７条第２項」

とあるのは「条例第１６４条の３において準用する条例第１３７条第２項」と読み替え

るものとする。 

（基準該当介護予防短期入所生活介護の事業についての準用） 

第２８条 条例第１７１条において準用する条例第１３６条第３項及び第４項の規則で定

める費用については第２３条の規定を，条例第１７１条において準用する条例第１４２

条第２項の規定により基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が整備しなければなら

ない利用者に対する基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に関する記録については

第２４条の規定を，それぞれ準用する。この場合において，第２３条第１項第１号及び

第２号中「指定介護予防短期入所生活介護事業者」とあるのは「基準該当介護予防短期

入所生活介護事業者」と，同項第３号中「指定介護予防サービス等基準省令第１３５条

第３項第３号」とあるのは「指定介護予防サービス等基準省令第１８５条において準用

する指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第３号」と，同項第４号中「指

定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第４号」とあるのは「指定介護予防サ

ービス等基準省令第１８５条において準用する指定介護予防サービス等基準省令第１３

５条第３項第４号」と，同項第５号中「指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第

３項第５号」とあるのは「指定介護予防サービス等基準省令第１８５条において準用す
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る指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第３項第５号」と，同項第７号中「指定

介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と，同

条第２項中「指定介護予防サービス等基準省令第１３５条第４項」とあるのは「指定介

護予防サービス等基準省令第１８５条において準用する指定介護予防サービス等基準省

令第１３５条第４項」と，第２４条中「条例第１４３条」とあるのは「条例第１７１条」

と，同条第３号中「条例第１３７条第２項」とあるのは「条例第１７１条において準用

する条例第１３７条第２項」と読み替えるものとする。 

（指定介護予防短期入所療養介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第２９条 条例第１７６条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用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予防サービス費が利用者に代わり

当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同号に規定する食費

の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同号に規定する滞在費の

負担限度額）を限度とする。） 

(3) 指定介護予防サービス等基準省令第１９０条第３項第３号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

(4) 指定介護予防サービス等基準省令第１９０条第３項第４号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用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 

(5) 送迎に要する費用（指定介護予防サービス等基準省令第１９０条第３項第５号の厚

生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所療養介護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，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 
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２ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，指定介護予防サービス等基準省

令第１９０条第４項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

３ 条例第１７６条第４項後段の規則で定める費用は，第１項第１号から第４号までに掲

げる費用とする。 

（指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する記録） 

第３０条 条例第１８０条第２項の規定により指定介護予防短期入所療養介護事業者が整

備しなければならない利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する記

録は，次のとおりとする。 

(1) 介護予防短期入所療養介護計画 

(2) 条例第１８１条において準用する条例第５１条の１３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 

(3) 条例第１７７条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 条例第１８１条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(5) 条例第１８１条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(6) 条例第１８１条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状

況及び事故に際してとった処置についての記録 

（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が利用者から支払を受けることがで

きる費用） 

第３１条 条例第１９２条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用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予防サービス費が利用者に代わり

当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同号に規

定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該
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ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同号に規定す

る滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 指定介護予防サービス等基準省令第２０６条第３項第３号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる

費用 

(4) 指定介護予防サービス等基準省令第２０６条第３項第４号の厚生労働大臣の定める

基準に基づき利用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 

(5) 送迎に要する費用（指定介護予防サービス等基準省令第２０６条第３項第５号の厚

生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所療養介護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，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，指定介護予防サービス等基準省

令第２０６条第４項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

３ 条例第１９２条第４項後段の規則で定める費用は，第１項第１号から第４号までに掲

げる費用とする。 

（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の勤務体制の基準） 

第３２条 条例第１９４条第２項の規則で定める基準については，第２７条の規定を準用

する。 

（耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない指定介護予防特定施設の建物の要

件） 

第３３条 条例第２０５条第２項及び第２２９条第２項の規則で定める要件については，

第２２条第２項の規定を準用する。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる

費用） 

第３４条 条例第２１０条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

(2) おむつ代 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供さ



15/18 

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

利用者に負担させることが適当と認められるもの 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する記録） 

第３５条 条例第２１６条第２項の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者が整備しなければならない利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供に関する記録は，次のとおりとする。 

(1) 介護予防特定施設サービス計画 

(2) 条例第２０９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 

(3) 条例第２１１条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 条例第２１３条第３項の規定による結果等の記録 

(5) 条例第２１７条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(6) 条例第２１７条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(7) 条例第２１７条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状

況及び事故に際してとった処置についての記録 

（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の提供に関する記録） 

第３６条 条例第２３３条第２項の規定により外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者が整備しなければならない利用者に対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の提供に関する記録は，次のとおりとする。 

(1) 介護予防特定施設サービス計画 

(2) 条例第２３５条第２項の規定による受託介護予防サービス事業者から受けた報告に

係る記録 

(3) 条例第２３２条第８項の規定による結果等の記録 

(4) 条例第２１７条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(5) 条例第２１７条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(6) 条例第２１７条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状
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況及び事故に際してとった処置についての記録 

(7) 条例第２０９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 

(8) 条例第２１１条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(9) 条例第２１３条第３項の規定による結果等の記録 

（指定介護予防福祉用具貸与事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第３７条 条例第２４１条第３項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の

交通費 

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

（指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録） 

第３８条 条例第２４７条第２項の規定により指定介護予防福祉用具貸与事業者が整備し

なければならない利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録は，次

のとおりとする。 

(1) 条例第２４８条において準用する条例第５１条の１３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 

(2) 条例第２４５条第４項の規定による結果等の記録 

(3) 条例第２４８条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(4) 条例第２４８条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(5) 条例第２４８条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状

況及び事故に際してとった処置についての記録 

(6) 介護予防福祉用具貸与計画 

（基準該当介護予防福祉用具貸与の事業についての準用） 

第３９条 条例第２５３条において準用する条例第２４１条第３項の規則で定める費用に

ついては第３７条の規定を，条例第２５３条において準用する条例第２４７条第２項の

規定により基準該当介護予防福祉用具貸与の事業を行う者が整備しなければならない利

用者に対する基準該当介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録については前条の規定

を，それぞれ準用する。この場合において，第３７条第１号中「指定介護予防福祉用具
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貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と，前条中「条例第２４８条」と

あるのは「条例第２５３条」と，同条第２号中「条例第２４５条第４項」とあるのは「条

例第２５３条において準用する条例第２４５条第４項」と読み替えるものとする。 

（指定特定介護予防福祉用具販売事業者が利用者から支払を受けることができる費用） 

第４０条 条例第２５９条第２項の規則で定める費用は，次のとおりとする。 

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場

合の交通費 

(2) 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

（指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する記録） 

第４１条 条例第２６１条第２項の規定により指定特定介護予防福祉用具販売事業者が整

備しなければならない利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する記

録は，次のとおりとする。 

(1) 条例第２５８条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 

(2) 条例第２６２条において準用する条例第５２条の３の規定による市町村への通知に

係る記録 

(3) 条例第２６２条において準用する条例第５５条の８第２項の規定による苦情の内容

等の記録 

(4) 条例第２６２条において準用する条例第５５条の１０第２項の規定による事故の状

況及び事故に際してとった処置についての記録 

(5) 特定介護予防福祉用具販売計画 

付 則 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年３月３１日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

（介護予防訪問介護に関する経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法

附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（平成９年法
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律第１２３号。以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ

スに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第５４

条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項

に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては，第２条の規

定による改正前の松山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

める条例施行規則（以下「旧指定介護予防サービス等基準条例施行規則」という。）第

３条から第７条までの規定は，なおその効力を有する。 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

３ 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７

項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第５４条第１項第２号に規定する基準該

当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若し

くはこれに相当するサービスについては，旧指定介護予防サービス等基準条例施行規則

第３条（松山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

る条例等の一部を改正する条例（平成２７年条例第１２号）付則第５項第２号の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同条例第２条の規定による改正前の松山市指定

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（平成２４年条例第

５１号）１０８条及び第１１６条において同条例第９条を準用する場合に限る。）及び

第１７条から第１９条までの規定は，なおその効力を有する。 

付 則（平成３０年３月２６日規則第４号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

 


