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新旧対照表 

○介護保険法施行条例 

 

新 旧 

第１条～第13条 （略） 

別表（第９条関係） 

第１条～第13条 （略） 

別表（第９条関係） 

 手数料徴収に係る事務 手数料の名称 金額   手数料徴収に係る事務 手数料の名称 金額  

 １～９ （略） （略） （略）   １～９ （略） （略） （略）  

 10 法第70条第１項の規定に

基づく指定居宅サービス事

業者の指定の申請（法第72

条の２第１項本文の規定の

適用がある場合における指

定の申請、訪問リハビリテ

ーションに係る指定の申請

を法第94条第１項の規定に

基づく介護老人保健施設の

開設の許可の申請又は法第

107条第１項の規定に基づ

く介護医療院の開設の許可

の申請と併せて行う場合に

おける当該指定の申請、居

宅療養管理指導に係る指定

の申請を訪問看護に係る指

定の申請と併せて行う場合

における当該居宅療養管理

指導に係る指定の申請及び

訪問看護に係る法第41条第

１項本文の指定を受けてい

る者が居宅療養管理指導に

係る指定の申請を行う場合

における当該申請を除く。）

に対する審査 

（略） （略）   10 法第70条第１項の規定に

基づく指定居宅サービス事

業者の指定の申請（訪問リ

ハビリテーションに係る指

定の申請を法第94条第１項

の規定に基づく介護老人保

健施設の開設の許可の申請

と併せて行う場合における

当該指定の申請、居宅療養

管理指導に係る指定の申請

を訪問看護に係る指定の申

請と併せて行う場合におけ

る当該居宅療養管理指導に

係る指定の申請及び訪問看

護に係る法第41条第１項本

文の指定を受けている者が

居宅療養管理指導に係る指

定の申請を行う場合におけ

る当該申請を除く。）に対

する審査 

（略） （略）  

         

         

         

         

         

 11 法第70条の２第４項にお （略） （略）   11 法第70条の２第４項にお （略） （略）  
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新 旧 

いて準用する法第70条第１

項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者の指定の更

新の申請（法第72条の２第

１項本文の規定の適用があ

る場合における指定の更新

の申請、訪問リハビリテー

ションに係る指定の更新の

申請を法第94条の２第４項

において準用する法第94条

第１項の規定に基づく介護

老人保健施設の開設の許可

の更新の申請又は法第108

条第４項において準用する

法第107条第１項の規定に

基づく介護医療院の開設の

許可の更新の申請と併せて

行う場合における当該指定

の更新の申請、居宅療養管

理指導に係る指定の更新の

申請を訪問看護に係る指定

の更新の申請と併せて行う

場合における当該居宅療養

管理指導に係る指定の更新

の申請及び訪問看護に係る

法第41条第１項本文の指定

を受けている者が居宅療養

管理指導に係る指定の更新

の申請を行う場合における

当該申請を除く。）に対す

る審査 

いて準用する法第70条第１

項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者の指定の更

新の申請（訪問リハビリテ

ーションに係る指定の更新

の申請を法第94条の２第４

項において準用する法第94

条第１項の規定に基づく介

護老人保健施設の開設の許

可の更新の申請と併せて行

う場合における当該指定の

更新の申請、居宅療養管理

指導に係る指定の更新の申

請を訪問看護に係る指定の

更新の申請と併せて行う場

合における当該居宅療養管

理指導に係る指定の更新の

申請及び訪問看護に係る法

第41条第１項本文の指定を

受けている者が居宅療養管

理指導に係る指定の更新の

申請を行う場合における当

該申請を除く。）に対する

審査 

 12～16（略） （略） （略）   12～16 （略） （略） （略）  

 17 法第107条第１項の規定 介護医療院開 ６万3,050円   （新設）    
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新 旧 

に基づく介護医療院の開設

の許可 

設許可手数料  

 

 

 

 

 

 18 法第108条第４項におい

て準用する法第107条第１

項の規定に基づく介護医療

院の開設の許可の更新 

介護医療院開

設許可更新手

数料 

２万5,030円    

 19 法第115条の２第１項の

規定に基づく指定介護予防

サービス事業者の指定の申

請（法第115条の２の２第１

項本文の規定の適用がある

場合における指定の申請、

介護予防訪問リハビリテー

ションに係る指定の申請を

法第94条第１項の規定に基

づく介護老人保健施設の開

設の許可の申請又は法第

107条第１項の規定に基づ

く介護医療院の開設の許可

の申請と併せて行う場合に

おける当該指定の申請、介

護予防居宅療養管理指導に

係る指定の申請を介護予防

訪問看護に係る指定の申請

と併せて行う場合における

当該介護予防居宅療養管理

指導に係る指定の申請及び

介護予防訪問看護に係る法

第53条第１項本文の指定を

受けている者が介護予防居

宅療養管理指導に係る指定

の申請を行う場合における

当該申請を除く。）に対す

（略） （略）   17 法第115条の２第１項の

規定に基づく指定介護予防

サービス事業者の指定の申

請（介護予防訪問リハビリ

テーションに係る指定の申

請を法第94条第１項の規定

に基づく介護老人保健施設

の開設の許可の申請と併せ

て行う場合における当該指

定の申請、介護予防居宅療

養管理指導に係る指定の申

請を介護予防訪問看護に係

る指定の申請と併せて行う

場合における当該介護予防

居宅療養管理指導に係る指

定の申請及び介護予防訪問

看護に係る法第53条第１項

本文の指定を受けている者

が介護予防居宅療養管理指

導に係る指定の申請を行う

場合における当該申請を除

く。）に対する審査 

（略） （略）  
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新 旧 

る審査 

 20 法第115条の11において

準用する法第70条の２第４

項において準用する法第70

条第１項の規定に基づく指

定介護予防サービス事業者

の指定の更新の申請（法第

115条の２の２第１項本文

の規定の適用がある場合に

おける指定の更新の申請、

介護予防訪問リハビリテー

ションに係る指定の更新の

申請を法第94条の２第４項

において準用する法第94条

第１項の規定に基づく介護

老人保健施設の開設の許可

の更新の申請又は法第108

条第４項において準用する

法第107条第１項の規定に

基づく介護医療院の開設の

許可の更新の申請と併せて

行う場合における当該指定

の更新の申請、介護予防居

宅療養管理指導に係る指定

の更新の申請を介護予防訪

問看護に係る指定の更新の

申請と併せて行う場合にお

ける当該介護予防居宅療養

管理指導に係る指定の更新

の申請及び介護予防訪問看

護に係る法第53条第１項本

文の指定を受けている者が

介護予防居宅療養管理指導

（略） （略） 

 

  18 法第115条の11において

準用する法第70条の２第４

項において準用する法第70

条第１項の規定に基づく指

定介護予防サービス事業者

の指定の更新の申請（介護

予防訪問リハビリテーショ

ンに係る指定の更新の申請

を法第94条の２第４項にお

いて準用する法第94条第１

項の規定に基づく介護老人

保健施設の開設の許可の更

新の申請と併せて行う場合

における当該指定の更新の

申請、介護予防居宅療養管

理指導に係る指定の更新の

申請を介護予防訪問看護に

係る指定の更新の申請と併

せて行う場合における当該

介護予防居宅療養管理指導

に係る指定の更新の申請及

び介護予防訪問看護に係る

法第53条第１項本文の指定

を受けている者が介護予防

居宅療養管理指導に係る指

定の更新の申請を行う場合

における当該申請を除く。）

に対する審査 

（略） （略）  



5/5  

新 旧 

に係る指定の更新の申請を

行う場合における当該申請

の申請を除く。）に対する

審査 

 21～25 （略）  （略） （略）   19～23 （略）  （略） （略）  

  

 

 


