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（説明） 

 介護保険料の見直し及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改正に

伴うほか、所要の改正を行うものであります。 
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   府中市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

第１条 府中市介護保険条例（平成１２年３月府中市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第２項中「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」に改め、「要介護

被保険者」の次に「（同条第２項に規定する要介護被保険者を除く。）」を加え、

同条に次の１項を加える。 

 ３ 法第４９条の２第２項に規定する要介護被保険者が受ける特例居宅介護サ

ービス費の支給について第１項の規定を適用する場合においては、同項中 

「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

  第４条の次に次の１条を加える。 

  （特例地域密着型介護サービス費の額） 

 第４条の２ 法第４２条の３第２項に規定する特例地域密着型介護サービス費

の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第

４２条の２第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要し

た費用（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれら

に相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居

住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第６５条の３

で定める費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又

はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。）の１００分の９０に相

当する額とする。 

 ２ 法第４９条の２に規定する要介護被保険者が受ける特例地域密着型介護サ

ービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中 

「１００分の９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

  第５条中「第４７条第２項」を「第４７条第３項」に改める。 

  第６条第２項中「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」に改め、「要介護
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被保険者」の次に「（同条第２項に規定する要介護被保険者を除く。）」を加え、

同条に次の１項を加える。 

 ３ 法第４９条の２第２項に規定する要介護被保険者が受ける特例施設介護サ

ービス費の支給について第１項の規定を適用する場合においては、同項中 

「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

  第７条中「第５０条各号」を「第４９条の２各号」に改め、同条の次に次の

１条を加える。 

  （特例特定入所者介護サービス費の額） 

 第７条の２ 法第５１条の４第２項に規定する特例特定入所者介護サービス費

の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

  (1) 当該食事の提供に要した費用について法第５１条の３第２項第１号に規

定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した

額 

  (2) 当該居住等に要した費用について法第５１条の３第２項第２号に規定す

る居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した

額 

  第８条第２項中「第５９条の２」を「第５９条の２第１項」に改め、「居宅要

支援被保険者」の次に「（同条第２項に規定する居宅要支援被保険者を除く。）」

を加え、同条に次の１項を加える。 

 ３ 法第５９条の２第２項に規定する居宅要支援被保険者が受ける特例介護予

防サービス費の支給について第１項の規定を適用する場合においては、同項

中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

  第８条の次に次の１条を加える。 

  （特例地域密着型介護予防サービス費の額） 

 第８条の２ 法第５４条の３第２項に規定する特例地域密着型介護予防サービ

ス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービス

について法第５４条の２第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相

当するサービスに要した費用（食事の提供に要する費用その他の日常生活に
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要する費用として施行規則第８５条の３で定める費用を除く。）の額を超える

ときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービス

に要した費用の額とする。）の１００分の９０に相当する額とする。 

 ２ 法第５９条の２に規定する居宅要支援被保険者が受ける特例地域密着型介

護予防サービス費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同

項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の８０」とする。 

  第９条中「第５９条第２項」を「第５９条第３項」に改める。 

  第１０条中「第６０条各号」を「第５９条の２各号」に改める。 

  第１０条の２を第１０条の２の２とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

  （特例特定入所者介護予防サービス費の額） 

 第１０条の２ 法第６１条の４第２項に規定する特例特定入所者介護予防サー

ビス費の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

  (1) 当該食事の提供に要した費用について法第６１条の３第２項第１号に規

定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した

額 

  (2) 当該滞在に要した費用について法第６１条の３第２項第２号に規定する

滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額 

  第１０条の４の次に次の２条を加える。 

  （指定居宅介護支援事業者の指定をしてはならない場合に関し条例で定める

者） 

 第１０条の４の２ 法第７９条第２項第１号に規定する法第４６条第１項の指

定をしてはならない場合に関し条例で定める者は、法人とする。 

  （指定居宅介護支援等の事業の基準） 

 第１０条の４の３ 法第８１条第１項に規定する指定居宅介護支援に従事する

従業者に係る基準及び当該従業者の員数並びに同条第２項に規定する指定居

宅介護支援の事業の運営に関する基準並びに法第４７条第１項第１号に規定

する基準該当居宅介護支援の事業に関する基準は、規則で定める。この場合

において、これらの基準等は、指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援

の利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むた
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めに必要な保健医療サービス及び福祉サービスを適切に利用できるよう、支

援を行うことができるものとしなければならない。 

  第１０条の８第２項中「第１０条の４後段」を「第１０条の４の３後段」に、

「指定地域密着型サービス」を「指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援」

に改める。 

  第１０条の９第１号ウ中「施行規則第１４０条の６８第１項に規定する主任

介護支援専門員研修を修了した者」を「法第７条第５項に規定する介護支援専

門員であって、施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支

援専門員研修を修了したもの（当該研修を修了した日（以下このウにおいて「修

了日」という。）から起算して５年を経過した者にあっては、修了日から起算し

て５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第２号に規定する

主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。）」に改める。 

  第１２条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０ 

年度から平成３２年度まで」に改め、同項第１号中「２８，２００円」を 

「３０，８００円」に改め、同項第２号中「３７，６００円」を「４１，１００円」 

に改め、同項第３号中「４３，８００円」を「４８，０００円」に改め、同 

項第４号中「５０，１００円」を「５４，８００円」に改め、同項第５号中 

「６２，７００円」を「６８，５００円」に改め、同項第６号中「６８，９００ 

円」を「７５，４００円」に改め、同号ア中「合計所得金額（」を「当該保険

料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額（」に改め、「、零」の次に「と

し、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た 

額」を加え、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ又は

第１５号イ」に改め、同項第７号中「７８，３００円」を「８５，７００円」

に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前

年の合計所得金額」に、「１９０万円」を「２００万円」に改め、同号イ中「又

は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項
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第８号中「９４，０００円」を「１０２，８００円」に改め、同号ア中「合 

計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金 

額」に、「１９０万円」を「２００万円」に、「２９０万円」を「３００万円」

に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ又は第 

１５号イ」に改め、同項第９号中「１０６，５００円」を「１１６，５００円」

に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前

年の合計所得金額」に、「２９０万円」を「３００万円」に改め、同号イ中「又

は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項

第１０号中「１１９，１００円」を「１３０，３００円」に改め、同号ア中「合

計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に

改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ又は第１５

号イ」に改め、同項第１１号中「１２５，４００円」を「１３７，１００円」

に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前

年の合計所得金額」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１２号中「１３７，９００円」を

「１５０，８００円」に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料 

の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に改め、同号イ中「又は次 

号イ」を「、次号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１３号 

中「１５６，７００円」を「１７１，４００円」に改め、同号ア中「合計 

所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」 

に、「２，０００万円」を「１，５００万円」に改め、同号イ中「部分を除 

く。）」の次に「、次号イ又は第１５号イ」を加え、同項第１４号を次のように

改める。 

  (14) 次のいずれかに該当する者 １７８，３００円 

   ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が１，５００

万円以上２，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

   イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第
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３９条第１項第１号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

  第１２条第１項に次の２号を加える。 

  (15) 次のいずれかに該当する者 １９８，８００円 

   ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が２，０００

万円以上３，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

   イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除

く。） 

  (16) 前各号のいずれにも該当しない者 ２０５，７００円 

  第１２条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度

から平成３２年度まで」に、「２５，０００円」を「２７，４００円」に改める。 

  第１４条第３項中「第１２条第６号イ」を「第１２条第１項第６号イ」に、

「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イ」

に、「第１２条第１号から第１３号まで」を「同項第１号から第１５号まで」に

改める。 

  第１８条第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

  第２２条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

  付則第２条中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

第２条 府中市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

  第４条の２第２項中「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」に改め、「要

介護被保険者」の次に「（同条第２項に規定する要介護被保険者を除く。）」を加

え、同条に次の１項を加える。 

 ３ 法第４９条の２第２項に規定する要介護被保険者が受ける特例地域密着型

介護サービス費の支給について第１項の規定を適用する場合においては、同

項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

  第７条中「第４９条の２各号」を「第４９条の２第１項各号」に改める。 
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  第８条の２第２項中「第５９条の２」を「第５９条の２第１項」に改め、「居

宅要支援被保険者」の次に「（同条第２項に規定する居宅要支援被保険者を除 

く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

 ３ 法第５９条の２第２項に規定する居宅要支援被保険者が受ける特例地域密

着型介護予防サービス費の支給について第１項の規定を適用する場合におい

ては、同項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

  第１０条中「第５９条の２各号」を「第５９条の２第１項各号」に改める。 

   付 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 第１条の規定（次号及び第３号に掲げる改正規定を除く。）並びに次項から

付則第５項まで及び付則第７項の規定 公布の日 

 (2) 第１条中第１０条の４の次に２条を加える改正規定並びに第１０条の８第

２項、第１２条、第１４条第３項、第１８条第３項及び付則第２条の改正規

定並びに付則第６項の規定 平成３０年４月１日 

 (3) 第１条中第４条、第６条及び第８条の改正規定並びに第２条の規定 平成

３０年８月１日 

 （包括的支援事業の実施に係る地域包括支援センターの基準に関する経過措置） 

２ 平成２６年度までに主任介護支援専門員研修（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。）第１４０条の６８第１項

第１号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。）を修了した者（以

下「平成２６年度以前修了者」という。）に係る最初の主任介護支援専門員更新

研修（第１条の規定（前項第１号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の府

中市介護保険条例（以下「新条例」という。）第１０条の９第１号ウの規定によ

り、同号ウに規定する修了日から起算して５年を経過するごとに、当該経過す

る日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修（施行規則第１４０条の 

 ６８第１項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。）

のうち最初のものをいう。以下同じ。）については、新条例第１０条の９第１号
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ウの規定にかかわらず、平成３１年３月３１日（平成２４年度から平成２６年

度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成３２年３月 

３１日）までに修了した場合には、同号ウに規定する修了日から起算して５年

を経過する日までの間に修了したものとみなす。 

３ 前項の規定により新条例第１０条の９第１号ウに規定する修了日から起算し

て５年を経過する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した

ものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護

支援専門員更新研修については、同号ウに規定する修了日は、最初の主任介護

支援専門員更新研修を修了した日とする。 

４ 前項の規定は、平成２６年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新

研修を修了した日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの

間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第１０条の

９第１号ウに規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合に 

は、適用しない。 

５ 平成２６年度以前修了者が平成２９年３月３１日前に主任介護支援専門員更

新研修を修了している場合は、前３項の規定は適用せず、その者に対する新条

例第１０条の９第１号ウの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任

介護支援専門員研修を修了した日の属する年度の区分に応じ、同号ウ中「法第

７条第５項に規定する介護支援専門員であって、施行規則第１４０条の６８第

１項第１号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの（当該研修を修

了した日（以下このウにおいて「修了日」という。）から起算して５年を経過し

た者にあっては、修了日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日

までの間に、同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了してい

る者に限る。）」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

主任介護支援

専門員研修を

修了した日の

属する年度 

読み替える字句 

平成２３年度

以前の年度 

施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専門員研修を修了

した者であって、平成３１年３月３１日までに及び同日以降５年を超えない期間ご

とに同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの 
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平成２４年度

及び平成２５

年度 

施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専門員研修を修了

した者であって、平成３２年３月３１日までに及び同日以降５年を超えない期間ご

とに同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの 

平成２６年度 施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専門員研修を修了

した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第２号に規定する主任介護

支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を超えない期間ごとに同号に規

定する主任介護支援専門員更新研修を修了したもの 

 （保険料の減免に関する経過措置） 

６ 第１条の規定（第１項第２号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の第 

１８条の規定は、平成３０年４月１日以後に納期限が到来する保険料について

適用し、同日前に納期限が到来する保険料については、なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

７ 新条例第２２条の規定は、公布の日以後に介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）第２０２条第１項の規定により命じられた内容に係る罰則について

適用し、同日前に同項の規定により命じられた内容に係る罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


