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平成30年３月30日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外（３）

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの
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◎　規　則  所管課（室）名
　○長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則 障 害 福 祉 課
　　の一部を改正する規則
　○長崎県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則 〃
　　の一部を改正する規則
　○長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例 〃
　　施行規則の一部を改正する規則
　○長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の 〃
　　一部を改正する規則

　長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　　平成30年３月30日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第12号
　　　長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長崎県規則第７号）
の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

規　　　　　則

改正後 改正前

（従業者の基準） （従業者の基準）
第３条　条例第６条第４項に規定する規則で定める同条第１
項の指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであ
るものを除く。以下この条において同じ。）の従業者の員
数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該
各号に定めるとおりとする。

第３条　条例第６条第４項に規定する規則で定める同条第１
項の指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであ
るものを除く。以下この条において同じ。）の従業者の員
数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該
各号に定めるとおりとする。

⑴　児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者　指
定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通
じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導
員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、ア
又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又
はイに定める数以上

⑴　指導員又は保育士　指定児童発達支援の単位ごとにそ
の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援
の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、ア又はイ
に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに
定める数以上

　ア及びイ　略 　ア及びイ　略
⑵　略 ⑵　略
２　条例第６条第４項に規定する同条第２項の機能訓練を行
う場合における規則で定める基準は、同項の機能訓練担当
職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間
帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合
には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員、保育士又

２　条例第６条第４項に規定する同条第２項の機能訓練を行
う場合における規則で定める基準は、同項の機能訓練担当
職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間
帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合
には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合
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は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる
こととする。

計数に含めることができることとする。

３　前２項の規定にかかわらず、条例第６条第４項に規定す
る同条第３項の主として重症心身障害児を通わせる指定児
童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲
げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時
間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない
時間帯については、第４号の機能訓練担当職員を置かない
ことができる。　

３　前２項の規定にかかわらず、条例第６条第４項に規定す
る同条第３項の主として重症心身障害児を通わせる指定児
童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲
げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　看護職員　１以上 ⑵　看護師　１以上
⑶～⑸　略　 ⑶～⑸　略
４　略 ４　略
５　第１項第１号の児童指導員、保育士又は障害福祉サービ
ス経験者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。

５　第１項第１号の指導員又は保育士のうち、１人以上は、
常勤でなければならない。

６　第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービ
ス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければ
ならない。　
７　略 ６　略
第４条　略 第４条　略
２及び３　略 ２及び３　略
４　条例第７条第５項に規定する同条第４項の主として重症
心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所における規
則で定める基準は、第１項各号に掲げる従業者のほか、次
の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員
数の従業者を置かなければならないこととする。この場合
において、当該各号に掲げる従業者については、その数を
児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

４　条例第７条第５項に規定する同条第４項の主として重症
心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所における規
則で定める基準は、第１項各号に掲げる従業者のほか、次
の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員
数の従業者を置かなければならないこととする。この場合
において、当該各号に掲げる従業者については、その数を
児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

⑴　看護職員　１以上 ⑴　看護師　１以上
⑵　略 ⑵　略
５及び６　略　 ５及び６　略　
（共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の
基準）
第11条の２　条例第56条の２に規定する規則で定める共生型
児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者が当該事業
に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。　
⑴　指定生活介護事業所（長崎県指定障害福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成
24年長崎県条例第70号。以下「指定障害福祉サービス等
基準条例」という。）第83条第１項に規定する指定生活
介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当
該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護（指定障
害福祉サービス等基準条例第82条に規定する指定生活介
護をいう。以下同じ。）の利用者の数を指定生活介護の
利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数
の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事
業所として必要とされる数以上であること。　

⑵　共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切な
サービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係
施設から必要な技術的支援を受けていること。　
（共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等
の基準）
第11条の３　条例第56条の３に規定する規則で定める共生型
児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事
業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。　
⑴　指定通所介護事業所（長崎県指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年
長崎県条例第63号。以下「指定居宅サービス等基準条例」
という。）第100条第１項に規定する指定通所介護事業所
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をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（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。以下「指定地域密
着型サービス基準」という。）第20条第１項に規定する
指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通
所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指
定居宅サービス等基準条例第102条第１項又は指定地域
密着型サービス基準第22条第２項第１号に規定する食堂
及び機能訓練室をいう。第15条第１号において同じ。）
の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例
第99条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域
密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準第19条に
規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定
通所介護等」という。）の利用者の数と共生型児童発達
支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が３
平方メートル以上であること。　
⑵　指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通
所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数
を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援
を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における
当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上で
あること。　
⑶　共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切な
サービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係
施設から必要な技術的支援を受けていること。　
（共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居
宅介護事業者等の基準）
第11条の４　条例第56条の４に規定する規則で定める共生型
児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事
業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり
とする。　
⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型
サービス基準第63条第１項に規定する指定小規模多機能
型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第171条第
１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所（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。以下「指定地域密着型
介護予防サービス基準」という。）第44条第１項に規定
する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をい
う。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事
業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能
型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス
基準第63条第１項若しくは第171条第１項又は指定地域
密着型介護予防サービス基準第44条第１項に規定する登
録者をいう。）の数と共生型生活介護（指定障害福祉サー
ビス等基準条例第98条の２に規定する共生型生活介護を
いう。）、共生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サー
ビス等基準条例第152条の２に規定する共生型自立訓練
（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓
練）（指定障害福祉サービス等基準条例第162条の２に規
定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共生
型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス
（以下「共生型通いサービス」という。）を利用するため
に当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受
けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下
この条において同じ。）を29人（サテライト型指定小規
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模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基
準第63条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所をいう。第15条の２において同じ。）、
サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
（指定地域密着型サービス基準第171条第８項に規定する
サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を
いう。第15条の２において同じ。）又はサテライト型指
定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密
着型介護予防サービス基準第44条第７項に規定するサテ
ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を
いう。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介
護事業所等」という。）にあっては、18人）以下とする
こと。　
⑵　指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定
小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準
第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をい
う。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着
型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機
能型居宅介護をいう。）又は指定介護予防小規模多機能
型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第43
条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をい
う。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基
準第63条第１項若しくは第171条第１項又は指定地域密
着型介護予防サービス基準第44条第１項に規定する通い
サービスをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小
規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者
の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の
数の合計数の１日当たりの上限をいう。）を登録定員の
２分の１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模
多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じ
て、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模
多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人）までの範
囲内とすること。　

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人

⑶　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂
（指定地域密着型サービス基準第67条第２項第１号若し
くは第175条第２項第１号又は指定地域密着型介護予防
サービス基準第48条第２項第１号に規定する居間及び食
堂をいう。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを
有すること。　

⑷　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数
が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供す
る通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並
びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数
の合計数であるとした場合における指定地域密着型サー
ビス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介
護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしてい
ること。　

⑸　共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切な
サービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係
施設から必要な技術的支援を受けていること。　

　（準用）
第11条の５　第５条及び第７条から第11条までの規定は、共
生型児童発達支援の事業について準用する。この場合にお
いて、第５条中「第９条第２項」とあるのは「第56条の５
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において準用する条例第９条第２項」と、第７条第１項中
「第24条第３項」とあるのは「第56条の５において準用す
る条例第24条第３項」と、第８条中「第28条第９項」とあ
るのは「第56条の５において準用する条例第28条第９項」
と、第９条中「第29条」とあるのは「第56条の５において
準用する条例第29条」と、同条第１号中「第30条」とある
のは「第56条の５において準用する条例第30条」と、第10
条中「第38条」とあるのは「第56条の５において準用する
条例第38条」と、第11条中「第55条第２項」とあるのは「第
56条の５において準用する条例第55条第２項」と、同条第
１号中「第22条第１項」とあるのは「第56条の５において
準用する条例第22条第１項」と、同条第２号中「第28条第
１項」とあるのは「第56条の５において準用する条例第28
条第１項」と、同条第３号中「第36条」とあるのは「第56
条の５において準用する条例第36条」と、同条第４号中「第
45条第２項」とあるのは「第56条の５において準用する条
例第45条第２項」と、同条第５号中「第51条第２項」とあ
るのは「第56条の５において準用する条例第51条第２項」
と、同条第６号中「第53条第２項」とあるのは「第56条の
５において準用する条例第53条第２項」と読み替えるもの
とする。　
（従業者の基準） （従業者の基準）
第12条　条例第57条第２項に規定する規則で定める基準該当
児童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に
掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとす
る。

第12条　条例第57条第２項に規定する規則で定める基準該当
児童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に
掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとす
る。

⑴　児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者　基
準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯
を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる
児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計
数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それ
ぞれア又はイに定める数以上

⑴　指導員又は保育士　基準該当児童発達支援の単位ごと
にその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童
発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、
ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア
又はイに定める数以上

　ア及びイ　略 　ア及びイ　略
⑵　略 ⑵　略
２　略　 ２　略　
３　第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービ
ス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければ
ならない。　
（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例）
第15条の２　条例第62条の２の規則で定める要件は、次に掲
げるものとする。

第15条の２　条例第62条の２の規則で定める要件は、次に掲
げるものとする。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指
定地域密着型サービス基準第63条第１項又は第171条第
１項に規定する登録者をいう。）の数と指定障害福祉サー
ビス等基準条例第100条の規定により基準該当生活介護
とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基
準条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機
能訓練）とみなされる通いサービス若しくは指定障害福
祉サービス等基準条例第163条の２の規定により基準該
当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は
条例第62条の２の規定により基準該当児童発達支援とみ
なされる通いサービス若しくは条例第82条において準用
する条例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイ
サービスとみなされる通いサービスを利用するために当
該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者
及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条にお
いて同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型
居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所にあっては、18人）以下とすること。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（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。以下この条に
おいて「指定地域密着型サービス基準」という。）第63
条第１項又は第171条第１項に規定する登録者をいう。）
の数と長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設
備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第
70号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）
第100条の規定により基準該当生活介護とみなされる通
いサービス、指定障害福祉サービス等基準条例第153条
の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな
される通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基
準条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練（生
活訓練）とみなされる通いサービス又は条例第62条の２
の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは条例第82条において準用する条例第62
条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ
なされる通いサービスを利用するために当該小規模多機
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能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の
数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）
を29人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業
所（指定地域密着型サービス基準第63条第７項に規定す
るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をい
う。以下同じ。）にあっては、18人）以下とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービ
ス等基準条例第100条の規定により基準該当生活介護と
みなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準
条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機能
訓練）とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉
サービス等基準条例第163条の２の規定により基準該当
自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は条
例第62条の２の規定により基準該当児童発達支援とみな
される通いサービス若しくは条例第82条において準用す
る条例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイ
サービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び
障害児の数の合計数の１日あたりの上限をいう。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表の右欄に定める利
用定員とし、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護
事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所にあっては、12人とする。）までの範囲内とす
ること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービ
ス等基準条例第100条の規定により基準該当生活介護と
みなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準
条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機能
訓練）とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉
サービス等基準条例第163条の２の規定により基準該当
自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は条
例第62条の２の規定により基準該当児童発達支援とみな
される通いサービス若しくは条例第82条において準用す
る条例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイ
サービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び
障害児の数の合計数の１日あたりの上限をいう。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表の右欄に定める利
用定員とし、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護
事業所にあっては、12人とする。）までの範囲内とする
こと。

略 略

⑶～⑸　略　 ⑶～⑸　略　
（従業者の基準） （従業者の基準）
第16条　条例第64条第３項に規定する規則で定める指定医療
型児童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号
に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと
する。

第16条　条例第64条第３項に規定する規則で定める指定医療
型児童発達支援事業所の従業者の員数の基準は、次の各号
に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと
する。

⑴～⑶　略　 ⑴～⑶　略
⑷　看護職員　１以上 ⑷　看護師　１以上
⑸及び⑹　略　 ⑸及び⑹　略
２　略　 ２　略
（従業者の基準） （従業者の基準）
第20条　条例第74条第３項に規定する規則で定める指定放課
後等デイサービス事業所の従業者の員数の基準は、次の各
号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおり
とする。

第20条　条例第74条第３項に規定する規則で定める指定放課
後等デイサービス事業所の従業者の員数の基準は、次の各
号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおり
とする。

⑴　児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者　指
定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時
間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供
に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験
者の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応
じ、それぞれア又はイに定める数以上

⑴　児童指導員、保育士又は学校教育法の規定による高等
学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第
２項の規定により大学への入学を認められた者、通常の
課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以
外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を
含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格
を有すると認定した者であって、２年以上障害福祉サー
ビスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービ
ス経験者」という。）　指定放課後等デイサービスの単位
ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課
後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又
は障害福祉サービス経験者の合計数が、ア又はイに掲げ
る障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める
数以上

　ア及びイ　略 　ア及びイ　略
⑵　略 ⑵　略
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２　略 ２　略
３　前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を
通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業
者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、
当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定放課後等デ
イサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常
生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯について
は、第４号の機能訓練担当職員を置かないことができる。 

３　前２項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を
通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業
者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、
当該各号に定めるとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　看護職員　１以上 ⑵　看護師　１以上
⑶～⑸　略 ⑶～⑸　略
４～７　略 ４～７　略
（準用） （準用）
第21条　第５条及び第８条から第11条までの規定について
は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
この場合において、第５条中「第９条第２項」とあるのは
「第75条において準用する条例第９条第２項」と、第８条
中「第28条第９項」とあるのは「第79条において準用する
条例第28条第９項」と、第９条中「第29条」とあるのは「第
79条において準用する条例第29条」と、同条第１号中「第
30条」とあるのは「第79条において準用する条例第30条」
と、第10条中「第38条」とあるのは「第79条において準用
する条例第38条」と、第11条中「第55条第２項」とあるの
は「第79条において準用する条例第55条第２項」と、同条
第１号中「第22条第１項」とあるのは「第79条において準
用する条例第22条第１項」と、同条第２号中「第28条第１
項」とあるのは「第79条において準用する条例第28条第１
項」と、同条第３号中「第36条」とあるのは「第79条にお
いて準用する条例第36条」と、同条第４号中「第45条第２
項」とあるのは「第79条において準用する条例第45条第２
項」と、同条第５号中「第51条第２項」とあるのは「第79
条において準用する条例第51条第２項」と、同条第６号中
「第53条第２項」とあるのは「第79条において準用する条
例第53条第２項」と読み替えるものとする。

第21条　第５条、第８条、第９条、第11条及び第18条の規定
については、指定放課後等デイサービスの事業について準
用する。この場合において、第５条中「第９条第２項」と
あるのは「第75条において準用する条例第９条第２項」と、
第８条中「第28条第９項」とあるのは「第79条において準
用する条例第28条第９項」と、第９条中「第29条」とある
のは「第79条において準用する条例第29条」と、同条第１
号中「第30条」とあるのは「第79条において準用する条例
第30条」と、第11条中「第55条第２項」とあるのは「第79
条において準用する条例第55条第２項」と、同条第１号中
「第22条第１項」とあるのは「第79条において準用する条
例第22条第１項」と、同条第２号中「第28条第１項」とあ
るのは「第79条において準用する条例第28条第１項」と、
同条第３号中「第36条」とあるのは「第79条において準用
する条例第36条」と、同条第４号中「第45条第２項」とあ
るのは「第79条において準用する条例第45条第２項」と、
同条第５号中「第51条第２項」とあるのは「第79条におい
て準用する条例第51条第２項」と、同条第６号中「第53条
第２項」とあるのは「第79条において準用する条例第53条
第２項」と、第18条中「第71条」とあるのは「第79条にお
いて準用する条例第71条」と読み替えるものとする。

第21条の２　第５条及び第８条から第11条までの規定につい
ては、共生型放課後等デイサービスの事業について準用す
る。この場合において、第５条中「第９条第２項」とある
のは「第79条の２において準用する条例第９条第２項」と、
第８条中「第28条第９項」とあるのは「第79条の２におい
て準用する条例第28条第９項」と、第９条中「第29条」と
あるのは「第79条の２において準用する条例第29条」と、
同条第１号中「第30条」とあるのは「第79条の２において
準用する条例第30条」と、第10条中「第38条」とあるのは
「第79条の２において準用する条例第38条」と、第11条中
「第55条第２項」とあるのは「第79条の２において準用す
る条例第55条第２項」と、同条第１号中「第22条第１項」
とあるのは「第79条の２において準用する条例第22条第１
項」と、同条第２号中「第28条第１項」とあるのは「第79
条の２において準用する条例第28条第１項」と、同条第３
号中「第36条」とあるのは「第79条の２において準用する
条例第36条」と、同条第４号中「第45条第２項」とあるの
は「第79条の２において準用する条例第45条第２項」と、
同条第５号中「第51条第２項」とあるのは「第79条の２に
おいて準用する条例第51条第２項」と、同条第６号中「第
53条第２項」とあるのは「第79条の２において準用する条
例第53条第２項」と読み替えるものとする。　
（従業者の基準）
第23条の２　条例第82条の３第２項に規定する規則で定める
指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者の員数の基準
は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定
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めるとおりとする。　
⑴　訪問支援員　事業規模に応じて訪問支援を行うために
必要な数
⑵　児童発達支援管理責任者　１以上
２　前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得
後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員（学校教育法
（昭和22年法律第26号）の規定による大学の学部で、心理
学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒
業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する
もの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を
いう。）として配置された日以後、障害児について、入浴、
排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護
を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生
活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能
力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練等」
という。）を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対
して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職
業教育に係る業務に３年以上従事した者でなければならな
い。　
３　第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち１
人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の
職務に従事する者でなければならない。　
　（運営規程に定める事項）
第23条の３　条例第82条の８の規則で定める重要事項は、次
に掲げるものとする。　
⑴　事業の目的及び運営の方針
⑵　従業者の職種、員数及び職務の内容
⑶　営業日及び営業時間
⑷　指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決
定保護者から受領する費用の種類及びその額
⑸　通常の事業の実施地域
⑹　サービスの利用に当たっての留意事項
⑺　緊急時等における対応方法
⑻　虐待の防止のための措置に関する事項
⑼　その他運営に関する重要事項
（準用）
第23条の４　第８条、第９条及び第11条の規定は、指定居宅
訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合に
おいて、第８条中「第28条第９項」とあるのは「第82条の
９において準用する条例第28条第９項」と、第９条中「第
29条」とあるのは「第82条の９において準用する条例第29
条」と、同条第１号中「第30条」とあるのは「第82条の９
において準用する条例第30条」と、第11条中「第55条第２
項」とあるのは「第82条の９において準用する条例第55条
第２項」と、同条第１号中「第22条第１項」とあるのは「第
82条の９において準用する条例第22条第１項」と、同条第
２号中「第28条第１項」とあるのは「第82条の９において
準用する条例第28条第１項」と、同条第３号中「第36条」
とあるのは「第82条の９において準用する条例第36条」と、
同条第４号中「第45条第２項」とあるのは「第82条の９に
おいて準用する条例第45条第２項」と、同条第５号中「第
51条第２項」とあるのは「第82条の９において準用する条
例第51条第２項」と、同条第６号中「第53条第２項」とあ
るのは「第82条の９において準用する条例第53条第２項」
と読み替えるものとする。　
（準用） （準用）
第26条　第８条、第９条、第11条及び第23条の３の規定につ
いては、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
この場合において、第８条中「第28条第９項」とあるのは

第26条　第８条、第９条及び第11条の規定については、指定
保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合にお
いて、第８条中「第28条第９項」とあるのは「第90条にお
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「第90条において準用する条例第28条第９項」と、第９条
中「第29条」とあるのは「第90条において準用する条例第
29条」と、同条第１号中「第30条」とあるのは「第90条に
おいて準用する条例第30条」と、第11条中「第55条第２項」
とあるのは「第90条において準用する条例第55条第２項」
と、同条第１号中「第22条第１項」とあるのは「第90条に
おいて準用する条例第22条第１項」と、同条第２号中「第
28条第１項」とあるのは「第90条において準用する条例第
28条第１項」と、同条第３号中「第36条」とあるのは「第
90条において準用する条例第36条」と、同条第４号中「第
45条第２項」とあるのは「第90条において準用する条例第
45条第２項」と、同条第５号中「第51条第２項」とあるの
は「第90条において準用する条例第51条第２項」と、同条
第６号中「第53条第２項」とあるのは「第90条において準
用する条例第53条第２項」と、第23条の３中「第82条の８」
とあるのは「第90条において準用する条例第82条の８」と
読み替えるものとする。

いて準用する条例第28条第９項」と、第９条中「第29条」
とあるのは「第90条において準用する条例第29条」と、同
条第１号中「第30条」とあるのは「第90条において準用す
る条例第30条」と、第11条中「第55条第２項」とあるのは
「第90条において準用する条例第55条第２項」と、同条第
１号中「第22条第１項」とあるのは「第90条において準用
する条例第22条第１項」と、同条第２号中「第28条第１項」
とあるのは「第90条において準用する条例第28条第１項」
と、同条第３号中「第36条」とあるのは「第90条において
準用する条例第36条」と、同条第４号中「第45条第２項」
とあるのは「第90条において準用する条例第45条第２項」
と、同条第５号中「第51条第２項」とあるのは「第90条に
おいて準用する条例第51条第２項」と、同条第６号中「第
53条第２項」とあるのは「第90条において準用する条例第
53条第２項」と読み替えるものとする。

（従業者の員数に関する特例） （従業者の員数に関する特例）
第27条　条例第91条に規定する多機能型事業所に係る事業を
行う者に対する第３条第１項、第２項及び第４項、第４条、
第16条、第20条第１項、第２項及び第４項、第23条の２並
びに第24条の規定の適用については、第３条第１項中「指
定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、
同項第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所
支援」と、同条第２項中「指定児童発達支援」とあるのは
「指定通所支援」と、同条第４項中「指定児童発達支援」
とあるのは「指定通所支援」と、第４条第１項中「指定児
童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同
項第２号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所
支援」と、同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事
業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指
定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第
４項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型
事業所」と、同条第５項中「指定児童発達支援」とあるの
は「指定通所支援」と、同条第６項中「指定児童発達支援
事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発
達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第16条中「指定
医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」
と、第20条第１項中「指定放課後等デイサービス事業所」
とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号、第２項及
び第４項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指
定通所支援」と、第23条の２中「指定居宅訪問型児童発達
支援事業所」とあり、第24条中「指定保育所等訪問支援事
業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

第27条　条例第91条に規定する多機能型事業所に係る事業を
行う者に対する第３条第１項、第２項及び第４項、第４条、
第16条、第20条第１項、第２項及び第４項並びに第24条の
規定の適用については、第３条第１項中「指定児童発達支
援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号
中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、
同条第２項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所
支援」と、同条第４項中「指定児童発達支援」とあるのは
「指定通所支援」と、第４条第１項中「指定児童発達支援
事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第２号ア
中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、
同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事業所」とあ
るのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発
達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第４項中「指
定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、
同条第５項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所
支援」と、同条第６項中「指定児童発達支援事業所」とあ
るのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」とあ
るのは「指定通所支援」と、第16条第１項及び第２項中
「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型
事業所」と、第20条第１項中「指定放課後等デイサービス
事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号、
第２項及び第４項中「指定放課後等デイサービス」とある
のは「指定通所支援」と、第24条中「指定保育所等訪問支
援事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

２　略 ２　略

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、平成30年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２　この規則の施行の際現に指定を受けているこの規則による改正前の長崎県指定通所支援の事業等の人員、設
備及び運営の基準に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）第３条（第３項を除く。）に規定する指定
児童発達支援事業者については、この規則による改正後の長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営
の基準に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）第３条（第３項を除く。）の規定にかかわらず、平成
31年３月31日までの間は、なお従前の例による。

３　この規則の施行の際現に旧規則第12条に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該
当児童発達支援事業者については、新規則第12条の規定にかかわらず、平成31年３月31日までの間は、なお従
前の例による。
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　長崎県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　　平成30年３月30日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第13号
　　　長崎県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　長崎県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長崎県規則第８号）
の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（従業者の基準） （従業者の基準）
第３条　条例第５条第３項に規定する規則で定める指定福祉
型障害児入所施設の従業者の員数の基準は、次の各号に掲
げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

第３条　条例第５条第３項に規定する規則で定める指定福祉
型障害児入所施設の従業者の員数の基準は、次の各号に掲
げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　看護職員　ア又はイに掲げる指定福祉型障害児入所施
設の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数

⑵　看護師　ア又はイに掲げる指定福祉型障害児入所施設
の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数

　ア及びイ　略 　ア及びイ　略
⑶～⑹　略 ⑶～⑹　略
２　略 ２　略

　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規
則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第14号

長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則

　長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長崎県規
則第27号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
第１章～第12章　略 第１章～第12章　略
第13章　就労定着支援（第62条の２―第62条の６）
第14章　自立生活援助（第62条の７・第62条の８）
第15章　共同生活援助（第63条―第64条の７） 第13章　共同生活援助（第63条―第64条の４）
第16章　外部サービス利用型指定共同生活援助（第64条の

８―第64条の10）
第14章　外部サービス利用型指定共同生活援助（第64条の

５―第64条の７）
第17章～第19章　略 第15章～第17章　略
附則 附則
（共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基
準）
第７条の２　条例第44条の２に規定する規則で定める共生型
居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関
して満たすべき基準は、次に掲げるものとする。　
⑴　指定訪問介護事業所（長崎県指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年
長崎県条例第63号。以下「指定居宅サービス等基準条例」
という。）第６条第１項に規定する指定訪問介護事業所
をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定訪問
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介護事業所が提供する指定訪問介護（指定居宅サービス
等基準条例第５条に規定する指定訪問介護をいう。以下
同じ。）の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び
共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合
における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数
以上であること。　
⑵　共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から
必要な技術的支援を受けていること。　
（共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の
基準）
第７条の３　条例第44条の３に規定する規則で定める共生型
重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業
に関して満たすべき基準は、次に掲げるものとする。　
⑴　指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問
介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定
訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者
の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介
護事業所として必要とされる数以上であること。　
⑵　共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービス
を提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係
施設から必要な技術的支援を受けていること。　
（準用）
第７条の４　第３条第２項及び第３項、第５条並びに第６条
の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業
について準用する。この場合において、第３条第２項中「第
６条第２項後段」とあるのは「第44条の４において準用す
る条例第６条第２項後段」と、第５条中「第26条」とある
のは「第44条の４において準用する条例第26条」と、同条
第１号中「第27条第１項」とあるのは「第44条の４におい
て準用する条例第27条第１項」と、第６条中「第32条」と
あるのは「第44条の４において準用する条例第32条」と読
み替えるものとする。　
（共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等
の基準）
第23条の２　条例第98条の２に規定する規則で定める共生型
生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者又は指定放
課後等デイサービス事業者が当該事業に関して満たすべき
基準は、次に掲げるものとする。　
⑴　指定児童発達支援事業所（長崎県指定通所支援の事業
等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年
長崎県条例第68号。以下「指定通所支援等基準条例」と
いう。）第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業
所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指
定通所支援等基準条例第74条第１項に規定する指定放課
後等デイサービス事業所をいう。）（以下「指定児童発達
支援事業所等」という。）の従業者の員数が当該指定児
童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援（指定
通所支援等基準条例第５条に規定する指定児童発達支援
をいう。）又は指定放課後等デイサービス（指定通所支
援等基準条例第73条に規定する指定放課後等デイサービ
スをいう。）（以下「指定児童発達支援等」という。）を
受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児
の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であると
した場合における当該指定児童発達支援事業所等として
必要とされる数以上であること。　

⑵　共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から
必要な技術的支援を受けていること。　
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（共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基
準）
第23条の３　条例第98条の３に規定する規則で定める共生型
生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に
関して満たすべき基準は、次に掲げるものとする。　
⑴　指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第
100条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）又
は指定地域密着型通所介護事業所（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。以下「指定地域密着型サービス
基準」という。）第20条第１項に規定する指定地域密着
型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業所
等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービ
ス等基準条例第102条第１項又は指定地域密着型サービ
ス基準第22条第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練
室をいう。以下同じ。）の面積を、指定通所介護（指定
居宅サービス等基準条例第99条に規定する指定通所介護
をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型通所介護（指
定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密
着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」という。）
の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で
除して得た面積が３平方メートル以上であること。　

⑵　指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通
所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数
を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利
用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通
所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 
⑶　共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から
必要な技術的支援を受けていること。　
（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介
護事業者等の基準）
第23条の４　条例第98条の４に規定する規則で定める共生型
生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者
等が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるもの
とする。　
⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型
サービス基準第63条第１項に規定する指定小規模多機能
型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第171条第
１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所（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。以下「指定地域密着型
介護予防サービス基準」という。）第44条第１項に規定
する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をい
う。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」と
いう。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護
事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準第63条
第１項若しくは第171条第１項又は指定地域密着型介護
予防サービス基準第44条第１項に規定する登録者をい
う。以下同じ。）の数と共生型生活介護、共生型自立訓
練（機能訓練）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）又
は共生型児童発達支援（指定通所支援等基準条例第54条
の２に規定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは
共生型放課後等デイサービス（指定通所支援等基準条例
第71条の２に規定する共生型放課後等デイサービスをい
う。）（以下「共生型通いサービス」という。）を利用す
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るために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登
録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をい
う。以下この条、第43条の３及び第50条の３において同
じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介
護事業所（指定地域密着型サービス基準第63条第７項に
規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業
所をいう。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所（指定地域密着型サービス基準第171条第８
項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所をいう。）又はサテライト型指定介護予防小
規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防
サービス基準第44条第７項に規定するサテライト型指定
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第25条
において同じ。）（以下「サテライト型指定小規模多機能
型居宅介護事業所等」という。）にあっては、18人）以
下とすること。　

⑵　指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定
小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準
第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をい
う。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着
型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機
能型居宅介護をいう。）又は指定介護予防小規模多機能
型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第43
条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をい
う。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）
のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基準第63
条第１項若しくは第171条第１項又は指定地域密着型介
護予防サービス基準第44条第１項に規定する通いサービ
スをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多
機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と
共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合
計数の１日当たりの上限をいう。以下この条、第43条の
３及び第50条の３において同じ。）を登録定員の２分の
１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模多機能
型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次
の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能
型居宅介護事業所等にあっては、12人）までの範囲内と
すること。　

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人

⑶　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂
（指定地域密着型サービス基準第67条第２項第１号若し
くは第175条第２項第１号又は指定地域密着型介護予防
サービス基準第48条第２項第１号に規定する居間及び食
堂をいう。以下同じ。）は、機能を十分に発揮しうる適
当な広さを有すること。　

⑷　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数
が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供す
る通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並
びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数
の合計数であるとした場合における指定地域密着型サー
ビス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介
護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしてい
ること。　
⑸　共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から
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必要な技術的支援を受けていること。　
（準用）
第23条の５　第13条、第14条、第17条及び第20条から第22条
までの規定は、共生型生活介護の事業について準用する。
この場合において、第13条中「第60条第９項」とあるのは
「第98条の５において準用する条例第60条第９項」と、第
14条中「第61条」とあるのは「第98条の５において準用す
る条例第61条」と、第17条中「第78条第２項」とあるのは
「第98条の５において準用する条例第78条第２項」と、同
条第１号中「第55条第１項」とあるのは「第98条の５にお
いて準用する条例第20条第１項」と、同条第２号中「第60
条第１項」とあるのは「第98条の５において準用する条例
第60条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「共生型
生活介護計画」と、同条第３号中「第67条」とあるのは「第
98条の５において準用する条例第93条」と、同条第４号中
「第76条第２項」とあるのは「第98条の５において準用す
る条例第76条第２項」と、同条第５号及び第６号中「第81
条」とあるのは「第98条の５」と、第20条第１項中「第87
条第３項」とあるのは「第98条の５において準用する条例
第87条第３項」と、第21条中「第93条」とあるのは「第98
条の５において準用する条例第93条」と、第22条中「第94
条」とあるのは「第98条の５において準用する条例第94条」
と読み替えるものとする。　
（基準該当生活介護の基準） （基準該当生活介護の基準）
第24条　条例第99条に規定する規則で定める基準該当生活介
護の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、
次に掲げるものとする。

第24条　条例第99条に規定する規則で定める基準該当生活介
護の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、
次に掲げるものとする。

⑴　指定通所介護事業者等であって、地域において生活介
護が提供されていないこと等により生活介護を受けるこ
とが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するも
のであること。

⑴　指定通所介護事業者（長崎県指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年
長崎県条例第63号。以下この条において「指定居宅サー
ビス等基準条例」という。）第100条第１項に規定する指
定通所介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定地域密
着型通所介護事業者（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。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）
第20条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者
をいう。）であって、地域において生活介護が提供され
ていないこと等により生活介護を受けることが困難な障
害者に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基準条
例第99条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）
又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス
基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。
以下同じ。）を提供するものであること。

⑵　指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積
を、指定通所介護の利用者の数と基準該当生活介護を受
ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メー
トル以上であること。

⑵　指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第
100条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）又
は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サー
ビス基準第20条第１項に規定する指定地域密着型通所介
護事業所をいう。以下「指定通所介護事業所等」という。）
の食堂及び機能訓練室（同条例第102条第１項に規定す
る食堂及び機能訓練室をいう。）の面積を、指定通所介
護の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数
の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上である
こと。

⑶及び⑷　略 ⑶及び⑷　略
（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要
件）

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要
件）

第25条　条例第100条の規則で定める要件は、次に掲げるも
のとする。

第25条　条例第100条の規則で定める要件は、次に掲げるも
のとする。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指
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定地域密着型介護予防サービス基準第44条第１項に規定
する登録者を除く。第45条の２及び第52条の２において
同じ。）の数と条例第100条の規定により基準該当生活介
護とみなされる通いサービス、条例第153条の２の規定
により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通い
サービス若しくは条例第163条の２の規定により基準該
当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又は
指定通所支援等基準条例第62条の２の規定により基準該
当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定
通所支援等基準条例第82条において準用する指定通所支
援等基準条例第62条の２の規定により基準該当放課後等
デイサービスとみなされる通いサービスを利用するため
に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障
害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条
において同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所等（サテライト型指定介護予防小規
模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第45条
の２及び第52条の２において同じ。）にあっては、18人）
以下とすること。

定地域密着型サービス基準第63条第１項又は第171条第
１項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数と条例
第100条の規定により基準該当生活介護とみなされる通
いサービス、条例第153条の２の規定により基準該当自
立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは
条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練（生活
訓練）とみなされる通いサービス又は長崎県指定通所支
援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例
（平成24年長崎県条例第68号。以下「指定通所支援等基
準条例」という。）第62条の２の規定により基準該当児
童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所
支援等基準条例第82条において準用する指定通所支援等
基準条例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイ
サービスとみなされる通いサービスを利用するために当
該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者
及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条にお
いて同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型
居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第63条第
７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介
護事業所をいう。以下同じ。）にあっては、18人）以下
とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と条例第100条の規定
により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条
例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓
練）とみなされる通いサービス若しくは条例第163条の
２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなさ
れる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条の
２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条におい
て準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定に
より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この号において同じ。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表右欄に定める通い
サービスの利用定員とし、サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所等にあっては、12人とする。）まで
の範囲内とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と条例第100条の規定
により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条
例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓
練）とみなされる通いサービス若しくは条例第163条の
２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなさ
れる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条の
２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条におい
て準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定に
より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この号において同じ。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表右欄に定める通い
サービスの利用定員とし、サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所にあっては、12人とする。）までの
範囲内とすること。

略 略

⑶　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び
食堂（指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第２
項第１号に規定する居間及び食堂を除く。第45条の２及
び第52条の２において同じ。）は、機能を十分に発揮し
得る適当な広さを有すること。

⑶　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び
食堂（指定地域密着型サービス基準第67条第２項第１号
又は第175条第２項第１号に規定する居間及び食堂をい
う。以下同じ。）は、機能を十分に発揮し得る適当な広
さを有すること。

⑷及び⑸　略 ⑷及び⑸　略
（従業者の基準） （従業者の基準）
第27条　条例第103条第１項に規定する規則で定める併設事
業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

第27条　条例第103条第１項に規定する規則で定める併設事
業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　指定自立訓練（生活訓練）事業者（障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
（平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」とい
う。）第25条第７号に規定する宿泊型自立訓練の事業を
行う者に限る。）、指定共同生活援助事業者、日中サービ
ス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用

⑵　指定自立訓練（生活訓練）事業者（障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
（平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」とい
う。）第25条第７号に規定する宿泊型自立訓練の事業を
行う者に限る。）又は外部サービス利用型指定共同生活
援助事業者（以下この条において「指定自立訓練（生活
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型指定共同生活援助事業者（以下この条において「指定
自立訓練（生活訓練）事業者等」という。）である当該
施設が、指定短期入所事業所として併設事業所をする場
合　次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、
それぞれに定める数

訓練）事業者等」という。）である当該施設が、指定短
期入所事業所として併設事業所をする場合　次に掲げる
指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれに定め
る数

ア　指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）（施
行規則第25条第７号に規定する宿泊型自立訓練に係る
ものに限る。）、指定共同生活援助、日中サービス支援
型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同
生活援助（以下この条において「指定自立訓練（生活
訓練）等」という。）を提供する時間帯　指定自立訓
練（生活訓練）事業所等（当該指定自立訓練（生活訓
練）事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練
（生活訓練）事業所、指定共同生活援助事業所、日中
サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サー
ビス利用型指定共同生活援助事業所をいう。）の利用
者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指
定自立訓練（生活訓練）事業所等の利用者の数とみな
した場合において、当該指定自立訓練（生活訓練）事
業所等における生活支援員又はこれに準じる従業者と
して必要とされる数以上

ア　指定短期入所と同時に指定共同生活援助、指定自立
訓練（生活訓練）（施行規則第25条第７号に規定する
宿泊型自立訓練に係るものに限る。）、指定共同生活援
助又は外部サービス利用型指定共同生活援助（以下こ
の条において「指定自立訓練（生活訓練）等」という。）
を提供する時間帯　指定自立訓練（生活訓練）事業所
等（当該指定自立訓練（生活訓練）事業者等が設置す
る当該指定に係る指定自立訓練（生活訓練）事業所、
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定
共同生活援助事業所をいう。）の利用者の数及び併設
事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練（生
活訓練）事業所等の利用者の数とみなした場合におい
て、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等における
生活支援員又はこれに準じる従業者として必要とされ
る数以上

イ　略 イ　略
２　条例第103条第２項に規定する規則で定める空床利用型
事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

２　条例第103条第２項に規定する規則で定める空床利用型
事業所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　指定自立訓練（生活訓練）事業者等（日中サービス支
援型指定共同生活援助事業者を除く。）である当該施設
が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置
する場合　次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に
応じ、それぞれに定める数

⑵　指定自立訓練（生活訓練）事業者等である当該施設が、
指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する
場合　次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応
じ、それぞれに定める数

ア　指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等
（日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。）を提
供する時間帯　指定自立訓練（生活訓練）事業所等（日
中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以
下このアにおいて同じ。）の利用者の数及び空床利用
型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練
（生活訓練）事業所等の利用者の数とみなした場合に
おいて、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等にお
ける生活支援員又はこれに準じる従業者として必要と
される数以上

ア　指定短期入所と同時に指定自立訓練（生活訓練）等
を提供する時間帯　指定自立訓練（生活訓練）事業所
等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の
合計数を当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利
用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練
（生活訓練）事業所等における生活支援員又はこれに
準じる従業者として必要とされる数以上

イ　略 イ　略
３　条例第103条第３項に規定する規則で定める単独型事業
所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

３　条例第103条第３項に規定する規則で定める単独型事業
所の従業者の員数の基準は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

⑴　指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業
所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支
援事業所、指定就労継続支援Ａ型事業所、指定就労継続
支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者
が当該事業を行う事業所をいう。）、指定共同生活援助事
業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外
部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害
児通所支援事業所（児童福祉法第21条の５の３第１項に
規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う
事業所をいう。）（以下この条において「指定生活介護事
業所等」という。）において指定短期入所の事業を行う
場合　次に掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応
じ、それぞれに定める数

⑴　指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業
所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支
援事業所、指定就労継続支援Ａ型事業所、指定就労継続
支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者
が当該事業を行う事業所をいう。）、指定共同生活援助事
業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は
指定障害児通所支援事業所（児童福祉法第21条の５の３
第１項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事
業を行う事業所をいう。）（以下この条及び第38条におい
て「指定生活介護事業所等」という。）において指定短
期入所の事業を行う場合　次に掲げる指定短期入所の事
業を行う時間帯に応じ、それぞれに定める数

ア　指定生活介護、指定自立訓練（機能訓練）、指定自
立訓練（生活訓練）、指定就労継続支援Ａ型、指定就

ア　指定生活介護、指定自立訓練（機能訓練）、指定自
立訓練（生活訓練）、指定就労継続支援Ａ型、指定就
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労継続支援Ｂ型、指定共同生活援助、日中サービス支
援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同
生活援助又は児童福祉法第21条の５の３第１項に規定
する指定通所支援のサービス提供時間　当該指定生活
介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利
用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用
者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事
業所等における生活支援員又はこれに準じる従業者と
して必要とされる数以上

労継続支援Ｂ型、指定共同生活援助、外部サービス利
用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の５の３
第１項に規定する指定通所支援のサービス提供時間　
当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独
型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事
業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指
定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準
じる従業者として必要とされる数以上

イ　略 イ　略
⑵　略 ⑵　略
（共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業
者等の基準）
第31条の２　条例第114条の２に規定する規則で定める共生
型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者又は
指定介護予防短期入所生活介護事業者が当該事業に関して
満たすべき基準は、次に掲げるものとする。　
⑴　指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基
準条例第148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。）又は指定介護予防短期入所生活介護事
業所（長崎県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の基準に関する条例（平
成24年長崎県条例第64号。以下「指定介護予防サービス
等基準条例」という。）第130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「指定短
期入所生活介護事業所等」という。）の居室の面積を、
指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第
147条に規定する指定短期入所生活介護をいう。）又は指
定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等
基準条例第129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「指定短期入所生活介護等」という。）
の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で
除して得た面積が10.65平方メートル以上であること。 

⑵　指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当
該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入
所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の
利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数で
あるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業
所等として必要とされる数以上であること。　
⑶　共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から
必要な技術的支援を受けていること。　
（共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介
護事業者等の基準）
第31条の３　条例第114条の３に規定する規則で定める共生
型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業
者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるも
のとする。　
⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地
域密着型サービス基準第67条第２項第２号ハ若しくは第
175条第２項第２号ハ又は指定地域密着型介護予防サー
ビス基準第48条第２項第２号ハに規定する個室をいう。
以下この号において同じ。）以外の宿泊室を設ける場合
は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス（指定
地域密着型サービス基準第63条第５項若しくは第171条
第６項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条
第５項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同
じ。）の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除
して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上である
こと。　



― 18 ―

平成30年３月30日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外（３）

⑵　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数
が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供す
る宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の
数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとし
た場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所
等として必要とされる数以上であること。　
⑶　共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から
必要な技術的支援を受けていること。　
（準用）
第31条の４　第29条及び第30条の規定は、共生型短期入所の
事業について準用する。この場合において、第29条第１項
中「第108条第３項」とあるのは「第114条の４において準
用する条例第108条第３項」と、第30条第１項中「第111条」
とあるのは「第114条の４において準用する条例第111条」
と読み替えるものとする。　
（指定小規模多機能型居宅介護事業所等の特例に関する基
準）

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等の特例に関する基
準）

第32条　条例第115条に規定する規則で定める基準該当短期
入所の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準
は、次に掲げるものとする。

第32条　条例第115条に規定する規則で定める基準該当短期
入所の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準
は、次に掲げるものとする。

⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、条例
第100条の規定により基準該当生活介護とみなされる通
いサービス、条例第153条の２の規定により基準該当自
立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは
条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練（生活
訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支援等基
準条例第62条の２の規定により基準該当児童発達支援と
みなされる通いサービス若しくは指定通所支援等基準条
例第82条において準用する指定通所支援等基準条例第62
条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ
なされる通いサービスを利用するために当該指定小規模
多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障
害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊
サービス（指定地域密着型サービス基準第63条第５項又
は第171条第６項に規定する宿泊サービスをいう。以下
この条において同じ。）を提供するものであること。

⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規
模多機能型居宅介護事業者であって、条例第100条の規
定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、
条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機能
訓練）とみなされる通いサービス若しくは条例第163条
の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみな
される通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条
の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通
いサービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条にお
いて準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定
により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅
介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録
を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型
居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち宿
泊サービス（指定地域密着型サービス基準第63条第５項
又は第171条第６項に規定する宿泊サービスをいう。以
下この条において同じ。）を提供するものであること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入
所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この条において同じ。）を通
いサービスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介
護事業所等の通いサービスの利用者の数と条例第100条
の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービ
ス、条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機
能訓練）とみなされる通いサービス若しくは条例第163
条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ
なされる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62
条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる
通いサービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条に
おいて準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規
定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通
いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１
日当たりの上限をいう。）の３分の１から９人（サテラ
イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあって
は、６人）までの範囲内とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入
所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この条において同じ。）を通
いサービスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介
護事業所等の通いサービスの利用者の数と条例第100条
の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービ
ス、条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機
能訓練）とみなされる通いサービス若しくは条例第163
条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみ
なされる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62
条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる
通いサービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条に
おいて準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規
定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通
いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１
日当たりの上限をいう。）の３分の１から９人（サテラ
イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、
６人）までの範囲内とすること。

⑶及び⑷　略 ⑶及び⑷　略
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（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護
事業者等の基準）
第43条の２　条例第152条の２に規定する規則で定める共生
型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者
等が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるもの
とする。　
⑴　指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積
を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練（機
能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平
方メートル以上であること。　
⑵　指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通
所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数
を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練（機
能訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合におけ
る当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
であること。　
⑶　共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切な
サービスを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事
業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい
ること。　
（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多
機能型居宅介護事業者等の基準）
第43条の３　条例第152条の３に規定する規則で定める共生
型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型
居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、
次に掲げるものとする。　
⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29
人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等
にあっては、18人）以下とすること。　
⑵　指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規
模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を
登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える
指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録
定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型
指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人）
までの範囲内とすること。　

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人

⑶　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂
は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 
⑷　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数
が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供す
る通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の
数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児
の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型
サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着
型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たし
ていること。　
⑸　共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切な
サービスを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事
業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい
ること。　
（準用）
第43条の４　第13条、第14条、第17条、第21条、第22条及び
第42条の規定は、共生型自立訓練（機能訓練）の事業につ
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いて準用する。この場合において、第13条中「第60条第９
項」とあるのは「第152条の４において準用する条例第60
条第９項」と、第14条中「第61条」とあるのは「第152条
の４において準用する条例第61条」と、第17条中「第78条
第２項」とあるのは「第152条の４において準用する条例
第78条第２項」と、同条第１号中「第55条第１項」とある
のは「第152条の４において準用する条例第20条第１項」と、
同条第２号中「第60条第１項」とあるのは「第152条の４
において準用する条例第60条第１項」と、「療養介護計画」
とあるのは「共生型自立訓練（機能訓練）計画」と、同条
第３号中「第67条」とあるのは「第152条の４において準
用する条例第93条」と、同条第４号中「第76条第２項」と
あるのは「第152条の４において準用する条例第76条第２
項」と、同条第５号及び第６号中「第81条」とあるのは「第
152条の４」と、第21条中「第93条」とあるのは「第152条
の４において準用する条例第93条」と、第22条中「第94条」
とあるのは「第152条の４において準用する条例第94条」と、
第42条第１項中「第149条第３項」とあるのは「第152条の
４において準用する条例第149条第３項」と読み替えるも
のとする。　
（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要
件）

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要
件）

第45条の２　条例第153条の２の規則で定める要件は、次に
掲げるものとする。

第45条の２　条例第153条の２の規則で定める要件は、次に
掲げるものとする。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の
数と条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機
能訓練）とみなされる通いサービス、条例第100条の規
定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若
しくは条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練
（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支
援等基準条例第62条の２の規定により基準該当児童発達
支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援等
基準条例第82条において準用する指定通所支援等基準条
例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイサービ
スとみなされる通いサービスを利用するために当該指定
小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者
及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条にお
いて同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型
居宅介護事業所等にあっては、18人）以下とすること。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の
数と条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練（機
能訓練）とみなされる通いサービス、条例第100条の規
定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若
しくは条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練
（生活訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支
援等基準条例第62条の２の規定により基準該当児童発達
支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援等
基準条例第82条において準用する指定通所支援等基準条
例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイサービ
スとみなされる通いサービスを利用するために当該指定
小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者
及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条にお
いて同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型
居宅介護事業所にあっては、18人）以下とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と条例第153条の２の
規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる
通いサービス、条例第100条の規定により基準該当生活
介護とみなされる通いサービス若しくは条例第163条の
２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなさ
れる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条の
２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条におい
て準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定に
より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この条において同じ。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表右欄に定める通い
サービスの利用定員とし、サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所等にあっては、12人とする。）まで
の範囲内とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と条例第153条の２の
規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる
通いサービス、条例第100条の規定により基準該当生活
介護とみなされる通いサービス若しくは条例第163条の
２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなさ
れる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条の
２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条におい
て準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定に
より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この条において同じ。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表右欄に定める通い
サービスの利用定員とし、サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所にあっては、12人とする。）までの
範囲内とすること。
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略 略

⑶～⑸　略 ⑶～⑸　略
（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護
事業者等の基準）
第50条の２　条例第162条の２に規定する規則で定める共生
型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護事業者
等が当該事業に関して満たすべき基準は、次に掲げるもの
とする。　
⑴　指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積
を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練（生
活訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平
方メートル以上であること。　
⑵　指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通
所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数
を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練（生
活訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合におけ
る当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上
であること。　
⑶　共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切な
サービスを提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事
業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい
ること。　
（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多
機能型居宅介護事業者等の基準）
第50条の３　条例第162条の３に規定する規則で定める共生
型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型
居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、
次に掲げるものとする。　
⑴　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29
人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等
にあっては、18人）以下とすること。　
⑵　指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規
模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を
登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える
指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録
定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型
指定小規模多機能型事業所等にあっては、12人）までの
範囲内とすること。　

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人

⑶　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂
は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 
⑷　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数
が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供す
る通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の
数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児
の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型
サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着
型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たし
ていること。　
⑸　共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切な
サービスを提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事
業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい
ること。　
（準用）
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第50条の４　第13条、第14条、第21条、第22条、第48条及び
第49条の規定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業につ
いて準用する。この場合において、第13条中「第60条第９
項」とあるのは「第162条の４において準用する条例第60
条第９項」と、第14条中「第61条」とあるのは「第162条
の４において準用する条例第61条」と、第21条中「第93条」
とあるのは「第162条の４において準用する条例第93条」と、
第22条中「第94条」とあるのは「第162条の４において準
用する条例第94条」と、第48条第１項中「第160条第３項」
とあるのは「第162条の４において準用する条例第160条第
３項」と、同条第２項中「第160条第４項」とあるのは「第
162条の４において準用する条例第160条第４項」と、第49
条中「第161条第２項」とあるのは「第162条の４において
準用する条例第161条第２項」と、同条第１号中「第159条
第１項」とあるのは「第162条の４において準用する条例
第159条第１項」と、同条第２号中「第162条」とあるのは
「第162条の４」と、「自立訓練（生活訓練）計画」とある
のは「共生型自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第３号
から第６号までの規定中「第162条」とあるのは「第162条
の４」と読み替えるものとする。　
（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要
件）

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要
件）

第52条の２　条例第163条の２の規則で定める要件は、次に
掲げるものとする。

第52条の２　条例第163条の２の規則で定める要件は、次に
掲げるものとする。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の
数と条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練（生
活訓練）とみなされる通いサービス、条例第100条の規
定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若
しくは条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練
（機能訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支
援等基準条例第62条の２の規定により基準該当児童発達
支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援等
基準条例第82条において準用する指定通所支援等基準条
例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイサービ
スとみなされる通いサービスを利用するために当該指定
小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者
及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条にお
いて同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型
居宅介護事業所等にあっては、18人）以下とすること。

⑴　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員
（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の
数と条例第163条の２の規定により基準該当自立訓練（生
活訓練）とみなされる通いサービス、条例第100条の規
定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若
しくは条例第153条の２の規定により基準該当自立訓練
（機能訓練）とみなされる通いサービス又は指定通所支
援等基準条例第62条の２の規定により基準該当児童発達
支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援等
基準条例第82条において準用する指定通所支援等基準条
例第62条の２の規定により基準該当放課後等デイサービ
スとみなされる通いサービスを利用するために当該指定
小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者
及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条にお
いて同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型
居宅介護事業所にあっては、18人）以下とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と条例第163条の２の
規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる
通いサービス、条例第100条の規定により基準該当生活
介護とみなされる通いサービス若しくは条例第153条の
２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなさ
れる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条の
２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条におい
て準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定に
より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この条において同じ。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表右欄に定める通い
サービスの利用定員とし、サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所等にあっては、12人とする。）まで
の範囲内とすること。

⑵　当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサー
ビスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業
所等の通いサービスの利用者の数と条例第163条の２の
規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる
通いサービス、条例第100条の規定により基準該当生活
介護とみなされる通いサービス若しくは条例第153条の
２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなさ
れる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第62条の
２の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通い
サービス若しくは指定通所支援等基準条例第82条におい
て準用する指定通所支援等基準条例第62条の２の規定に
より基準該当放課後等デイサービスとみなされる通い
サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日
当たりの上限をいう。以下この条において同じ。）を登
録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指
定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、次の表
の左欄に掲げる登録定員に応じ、同表右欄に定める通い
サービスの利用定員とし、サテライト型指定小規模多機
能型居宅介護事業所にあっては、12人とする。）までの
範囲内とすること。
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略 略

⑶～⑸　略 ⑶～⑸　略
第13章　就労定着支援

（従業者の基準）
第62条の２　条例第197条の３第２項に規定する規則で定め
る指定就労定着支援事業所の従業者の員数の基準は、次の
各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとお
りとする。　
⑴　就労定着支援員　指定就労定着支援事業所ごとに、常
勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上
⑵　サービス管理責任者　指定就労移行支援事業所ごと
に、次に掲げる利用者の数（指定就労定着支援事業者が、
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、
就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型
（以下「生活介護等」という。）に係る指定障害福祉サー
ビス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支
援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事
業とを同一の事業所において一体的に運営している場合
にあっては、当該事業所において一体的に運営している
指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害
福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条にお
いて同じ。）の区分に応じ、それぞれに定める数
ア　利用者の数が60以下　１以上
イ　利用者の数が61以上　１に、利用者の数が60を超え
て40又はその端数を増すごとに１を加えた数以上

２　前項各号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただ
し、新規に指定を受ける場合は、推定数による。　
３　第１項に規定する指定就労定着支援事業所の従業者は、
専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でな
ければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合
は、この限りでない。　
４　第１項第２号に規定するサービス管理責任者のうち、１
人以上は、常勤でなければならない。　
（サービス管理責任者の責務）
第62条の３　条例第197条の６の規則で定める業務は、次に
掲げるものとする。　
⑴　利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉
サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身
の状況、その利用する指定就労定着支援事業所以外にお
ける指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するこ
と。　
⑵　利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照ら
し、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生
活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこ
と。　
⑶　他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。　
（運営規程）
第62条の４　条例第197条の10の規則で定める重要事項は、
次に掲げるものとする。　
⑴　事業の目的及び運営の方針
⑵　従業者の職種、員数及び職務の内容
⑶　営業日及び営業時間
⑷　指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定
障害者から受領する費用の種類及びその額
⑸　通常の事業の実施地域
⑹　事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には
当該障害の種類
⑺　虐待の防止のための措置に関する事項
⑻　その他運営に関する重要事項
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（記録の整備）
第62条の５　条例第197条の11第２項の規則で定める記録は、
次に掲げるものとする。　
⑴　条例第197条の12において準用する条例第20条第１項
に規定する提供した指定就労定着支援に係る必要な記録
事項
⑵　条例第197条の12において読み替えて準用する条例第
60条第１項に規定する就労定着支援計画
⑶　条例第197条の12において準用する条例第30条に規定
する市町への通知に係る記録
⑷　条例第197条の12において準用する条例第40条第２項
に規定する苦情の内容等の記録
⑸　条例第197条の12において準用する条例第41条第２項
に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置につ
いての記録
（準用）
第62条の６　第13条の規定は、指定就労定着支援の事業につ
いて準用する。この場合において、第13条中「第60条第９
項」とあるのは「第197条の12において準用する条例第60
条第９項」と読み替えるものとする。　
第14章　自立生活援助

（従業者の基準）
第62条の７　条例第197条の14第２項に規定する規則で定め
る指定自立生活援助事業所の従業者の員数の基準は、次の
各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとお
りとする。　
⑴　地域生活支援員　指定自立生活援助事業所ごとに、１
以上
⑵　サービス管理責任者　指定自立生活援助事業所ごと
に、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定
める数
ア　利用者の数が30以下　１以上
イ　利用者の数が31以上　１に、利用者の数が30を超え
て30又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上

２　前項第１号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、
利用者の数が25又はその端数を増すごとに１とする。　
３　第１項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。
ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。　
４　第１項に規定する指定自立生活援助事業所の従業者は、
専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でな
ければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合
は、この限りでない。　
（準用）
第62条の８　第13条及び第62条の３から第62条の５までの規
定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場
合において、第13条中「第60条第９項」とあるのは「第
197条の20において準用する条例第60条第９項」と、第62
条の３中「第197条の６」とあるのは「第197条の20におい
て準用する条例第197条の６」と、第62条の４中「第197条
の10」とあるのは「第197条の20において準用する条例第
197条の10」と、第62条の５中「第197条の11第２項」とあ
るのは「第197条の20において準用する条例第197条の11第
２項」と、「第197条の12」とあるのは「第197条の20」と、
「就労定着支援計画」とあるのは「自立生活援助計画」と
読み替えるものとする。　
第15章　略 第13章　略

（従業者の基準） （従業者の基準）
第63条　条例第199条第２項に規定する規則で定める指定共
同生活援助事業所の従業者の人員の基準は、次の各号に掲
げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

第63条　条例第199条第２項に規定する規則で定める指定共
同生活援助事業所の従業者の人員の基準は、次の各号に掲
げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
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⑴　略 ⑴　略
⑵　生活支援員　指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換
算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上

⑵　生活支援員　指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換
算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上

ア　障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判
定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第５
号。以下この章において「区分省令」という。）第１
条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９
で除した数

ア　障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判
定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第５
号。以下この号において「区分省令」という。）第１
条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９
で除した数

イ～エ　略 イ～エ　略
⑶　略 ⑶　略
２及び３　略 ２及び３　略
（従業者の基準）
第64条の５　条例第204条の４第２項に規定する規則で定め
る日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者の
員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当
該各号に定めるとおりとする。　
⑴　世話人　夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における
日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世
話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事
業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を５で除した
数以上
⑵　生活支援員　夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯にお
ける日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当た
る生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生
活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエま
でに掲げる数の合計数以上
ア　区分省令第１条第４号に規定する区分３に該当する
利用者の数を９で除した数
イ　区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する
利用者の数を６で除した数
ウ　区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する
利用者の数を４で除した数
エ　区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する
利用者の数を2.5で除した数

⑶　サービス管理責任者　日中サービス支援型指定共同生
活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応
じ、それぞれに定める数
ア　利用者の数が30以下　１以上
イ　利用者の数が31以上　１に、利用者の数が30を超え
て30又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上

２　前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、
新規に指定を受ける場合は、推定数による。　
３　第１項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助
事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活
援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただ
し、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 
４　第１項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助
事業所の従業者のうち、１人以上は、常勤でなければなら
ない。　
（設備の基準）
第64条の６　条例第204条の６第３項に規定する規則で定め
る共同生活住居の仕様等の基準は、次に掲げるものとする。
⑴　条例第204条の６第２項の共同生活住居の入居定員の
合計は、４人以上とすること。　
⑵　共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性
に応じて工夫されたものでなければならないこと。　
⑶　共同生活住居は、その入居定員を２人以上10人以下と
すること。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性
が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、
一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができる
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ものとし、この場合における一つの建物の入居定員の合
計は20人以下とする。　
⑷　既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当
該共同生活住居の入居定員を２人以上20人（知事が特に
必要があると認めるときは30人）以下とすることができ
ること。　

⑸　既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築
する場合であって、知事が特に必要があると認めるとき
は、前号の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居
定員を２人以上30人以下（当該共同生活住居を改築する
時点の入居定員と同数を上限とする。）とすることがで
きる。　

⑹　共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日
常生活を営む上で必要な設備を設けなければならないこ
と。　
⑺　ユニットの入居定員は、２人以上10人以下とすること。
⑻　ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相
互に交流を図ることができる設備を設けることとし、そ
の基準は、次のとおりとすること。　
ア　一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用
者のサービス提供上必要と認められる場合は、２人と
することができる。　

イ　一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メー
トル以上とすること。　

　（準用）
第64条の７　第13条、第17条、第21条及び第64条の２から第
64条の４までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活
援助の事業について準用する。この場合において、第13条
中「第60条第９項」とあるのは「第204条の11において準
用する条例第60条第９項」と、第17条中「第78条第２項」
とあるのは「第204条の11において準用する条例第78条第
２項」と、同条第１号中「第55条第１項」とあるのは「第
204条の11において準用する条例第55条第１項」と、同条
第２号中「第60条第１項」とあるのは「第204条の11にお
いて準用する条例第60条第１項」と、「療養介護計画」と
あるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同
条第３号中「第67条」とあるのは「第204条の11において
準用する条例第93条」と、同条第４号中「第76条第２項」
とあるのは「第204条の11において準用する条例第76条第
２項」と、同条第５号及び第６号中「第81条」とあるのは
「第204条の11」と、第21条中「第93条」とあるのは「第
204条の11において準用する条例第93条」と、第64条の２
中「第201条の４第３項」とあるのは「第204条の11におい
て準用する条例第201条の４第３項」と、第64条の３中「第
201条の６」とあるのは「第204条の11において準用する条
例第201条の６」と、第64条の４中「第202条の３」とある
のは「第204条の11において準用する条例第202条の３」と
読み替えるものとする。　
第16章　略 第14章　略

（従業者の基準） （従業者の基準）
第64条の８　条例第204条の14に規定する規則で定める外部
サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の員数の
基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号
に定めるとおりとする。

第64条の５　条例第204条の４に規定する規則で定める外部
サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の員数の
基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号
に定めるとおりとする。

⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
２及び３　略 ２及び３　略
（運営規程） （運営規定）
第64条の９　条例第204条の19の規則で定める重要事項は、
次に掲げるものとする。

第64条の６　条例第204条の９の規則で定める重要事項は、
次に掲げるものとする。

⑴～⑽　略 ⑴～⑽　略
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（準用） （準用）
第64条の10　第64条の規定は、外部サービス利用型指定共同
生活援助の事業について準用する。この場合において、同
条第１項中「第201条第３項」とあるのは「第204条の16に
おいて準用する条例第201条第３項」と読み替えるものと
する。

第64条の７　第64条の規定は、外部サービス利用型指定共同
生活援助の事業について準用する。この場合において、同
条第１項中「第201条第３項」とあるのは「第204条の６に
おいて準用する条例第201条第３項」と読み替えるものと
する。

第17章～第19章　略 第15章～第17章　略
附　則 附　則

１～６　略 １～６　略
７　地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業
等について条例第204条又は条例第204条の22において準用
する条例第60条の規定を適用する場合においては、同条第
２項中「営む」とあるのは「営み、入居の日から規則で定
める期間内に規則で定める住宅等に移行する」と、同条第
４項中「達成時期」とあるのは「達成時期、入所施設又は
病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」
とする。

７　地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業
等について条例第204条又は条例第204条の12において準用
する条例第60条の規定を適用する場合においては、同条第
２項中「営む」とあるのは「営み、入居の日から規則で定
める期間内に規則で定める住宅等に移行する」と、同条第
４項中「達成時期」とあるのは「達成時期、入所施設又は
病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」
とする。

８及び９　略 ８及び９　略
10　指定共同生活援助事業者等は、平成18年９月30日以前の
日から引き続き存する指定共同生活援助事業所において、
指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の
共同生活住居（同年10月１日において基本的な設備が完成
しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築され
る等建物の構造を変更したものを除く。）が満たすべき設
備に関する基準については、第64条第６号及び第７号（こ
れらの規定を第64条の10において準用する場合を含む。）
の規定にかかわらず、基準省令による改正前の障害者自立
支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準等に関する省令（平成18年厚生労働
省令第58号）第109条第２項及び第３項に定める基準によ
ることができる。

10　指定共同生活援助事業者等は、平成18年９月30日以前の
日から引き続き存する指定共同生活援助事業所において、
指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の
共同生活住居（同年10月１日において基本的な設備が完成
しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築され
る等建物の構造を変更したものを除く。）が満たすべき設
備に関する基準については、第64条第６号及び第７号（こ
れらの規定を第64条の７において準用する場合を含む。）
の規定にかかわらず、基準省令による改正前の障害者自立
支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準等に関する省令（平成18年厚生労働
省令第58号）第109条第２項及び第３項に定める基準によ
ることができる。

11　条例附則第７項又は第８項の場合において、第63条第１
項第２号イからエまで及び第64条の５第１項第２号イから
エまでの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数
（条例附則第７項又は第８項の規定の適用を受ける者に
あっては、当該利用者の数に２分の１を乗じて得た数）」
とする。

11　条例附則第11項又は第12項の場合において、第63条第１
項第２号イからエまでの規定中「利用者の数」とあるのは、
「利用者の数（条例附則第11項又は第12項の規定の適用を
受ける者にあっては、当該利用者の数に２分の１を乗じて
得た数）」とする。

12　平成18年９月30日以前の日から引き続き存する法附則第
35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身
体障害者福祉法」という。）第30条の２に規定する身体障
害者福祉ホーム、法附則第48条の規定によりなお従前の例
により運営をすることができることとされた法附則第46条
の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律（昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」
という。）第50条の２第１項第１号に掲げる精神障害者生
活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）、
法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営
をすることができることとされた法附則第52条の規定によ
る改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下
「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の８に規定する知
的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１
項の指定を受けているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」
という。）若しくは旧知的障害者福祉法第21条の９に規定
する知的障害者福祉ホーム（以下「知的障害者福祉ホーム」
という。）又は旧精神障害者福祉ホーム（これらの施設の
うち、同年10月１日において基本的な設備が完成している
ものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物
の構造を変更したものを除く。）において行われる指定共
同生活援助の事業等について、条例第201条（条例第204条
の16において準用する場合を含む。）の規定を適用する場

12　平成18年９月30日以前の日から引き続き存する法附則第
35条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身
体障害者福祉法」という。）第30条の２に規定する身体障
害者福祉ホーム、法附則第48条の規定によりなお従前の例
により運営をすることができることとされた法附則第46条
の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律（昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」
という。）第50条の２第１項第１号に掲げる精神障害者生
活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）、
法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営
をすることができることとされた法附則第52条の規定によ
る改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号。以下
「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の８に規定する知
的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１
項の指定を受けているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」
という。）若しくは旧知的障害者福祉法第21条の９に規定
する知的障害者福祉ホーム（以下「知的障害者福祉ホーム」
という。）又は旧精神障害者福祉ホーム（これらの施設の
うち、同年10月１日において基本的な設備が完成している
ものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物
の構造を変更したものを除く。）において行われる指定共
同生活援助の事業等について、条例第201条（条例第204条
の６において準用する場合を含む。）の規定を適用する場
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合においては、当分の間、第64条第６号中「２人以上10人
以下」とあるのは、「２人以上30人以下」とし、同条第６
号イの規定は、旧精神障害者福祉ホーム（障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平
成18年政令第10号。以下「令」という。）附則第８条の２
の厚生労働大臣が定めるものを除く。）を除き、当分の間、
適用しない。

合においては、当分の間、第64条第６号中「２人以上10人
以下」とあるのは、「２人以上30人以下」とし、同条第６
号イの規定は、旧精神障害者福祉ホーム（障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平
成18年政令第10号。以下「令」という。）附則第８条の２
の厚生労働大臣が定めるものを除く。）を除き、当分の間、
適用しない。

13～15　略 13～15　略

　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
　　平成30年３月30日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県規則第15号
　　　長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成25年長崎県規則第28号）
の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（従業者の員数に関する特例）
第10条　削除 第10条　指定障害者支援施設が福祉型障害児入所施設に係る

指定障害児入所施設等の指定を受け、かつ、施設障害福
祉サービスと指定入所支援とを同一の施設において一体
的に提供している場合における基準は、長崎県指定障害
児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例
（平成24年長崎県条例第69号。以下「指定入所施設基準」
という。）第５条に規定する人員に関する基準を満たすこ
とをもって、第３条及び第８条の基準を満たしているも
のとみなすことができることとする。　

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２　この規則の施行の際現に指定を受けているこの規則による改正前の長崎県指定障害者支援施設の人員、設備
及び運営の基準に関する条例施行規則第10条に規定する指定障害者支援施設については、この規則による改正
後の長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第10条の規定にかかわらず、
平成33年３月31日までの間は、なお従前の例による。
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