養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成二十四年大分県条例第五十二号）新旧対照表
改
第一条～第十二条

正

後

（略）

現
第一条～第十二条

（職員の配置）
第十三条
２・３
４

（略 ）
（略）

第一項、 第二項、 第七項、第 八項 及び第十項の 常勤換算 方法と

行

（ 略）

（職員の配置）
第十三条
２・３
４

（略）
（略）

第一項、 第二項

、 第八項 及び第十項の 常勤換算 方法と

は、当該職 員のそれ ぞれの勤 務延時間 数の総数を 当該養護 老人ホ

は、当該職 員のそれ ぞれの 勤務延時 間 数の総数を 当該養護 老人ホ

ームにおい て常勤の 職員が勤 務する時 間数で除す ることに より常

ームにおい て常勤の 職員が 勤務する 時 間数で除す ることに より常

勤の職員の員数に換算する方法をいう。

勤の職員の員数に換算する方法をいう。

５

（略 ）

５

（略）

６

第一項第 二号の規 定にかかわ らず 、サテライト 型養護老 人ホー

６

第一項第 二号の規 定にかか わらず 、サテライト 型養護老 人ホー
ム（当該施 設を設置 しよう とする者 に より設置さ れる当該 施設以

外の養護老 人ホーム 、介護老 人保健施 設若しくは 介護医療 院又は

外の

病院若しく は診療所 であって 当該施設 に対する支 援機能を 有する

病院若しく は診療所 であっ て当該施 設 に対する支 援機能を 有する

もの（以下この条において「本体施設」という。）との密接な連携

もの（以下この条において「本体施設」という。）との密接な連携

を確保しつ つ、本体 施設とは 別の場所 で運営され る入所定 員が二

を確保しつ つ、本体 施設と は別の場 所 で運営され る入所定 員が二

十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）

十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。
）

の医師につ いては、 本体施設 の医師に より当該サ テライト 型養護

の医師につ いては、 本体施 設の医師 に より当該サ テライト 型養護

老人ホーム の入所者 の健康管 理が適切 に行われる と認めら れると

老人ホーム の入所者 の健康 管理が適 切 に行われる と認めら れると

きは、これを置かないことができる。

きは、これを置かないことができる。

７

ム（当該施 設を設置 しようと する者に より設置さ れる当該 施設以

第一項第 三号ロ又 は第二項第 一号 ロの主任生活 相談員の うち一

７

介護 老人保健 施 設若しくは 介護医療 院又は

第一項第 三号ロ又 は第二項 第一号 ロの主任生活 相談員の うち一

人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、指 定特定施 設入居者 生活介護 、指定地域 密着型特 定施設

ただし、指 定特定施 設入居 者生活介 護 、指定地域 密着型特 定施設

入居者生活 介護又は 指定介護 予防特定 施設入居者 生活介護 の事業

入居者生活 介護又は 指定介 護予防特 定 施設入居者 生活介護 の事業

を行う養護 老人ホー ムであっ て、入所 者の処遇に 支障がな い場合

を行う養護 老人ホー ムであ って、入 所 者の処遇に 支障がな い場合

には、当該 養護老人 ホームが 行う当該 事業に係る 他の職務 に従事

には、当該 養護老人 ホーム が行う当 該 事業に係る 他の職務 に従事

することが でき、第 一項第三 号ロの主 任生活相談 員につい ては、

することができる

サテライト 型養護老 人ホーム にあって は、常勤換 算方法で 、一以
上とする。
（略）

第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、

８・９
10

10

８・９

。
（略）

第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、

常勤の者で なければ ならない 。ただし 、第一項第 五号の看 護職員

常勤の者で なければ ならな い。ただ し 、第一項第 五号の看 護職員

については 、サテラ イト型養 護老人ホ ーム又は指 定特定施 設入居

については、サテライト型養護老人ホーム

者生活介護 （指定居 宅サービ スの事業 に係る申請 者の要件 並びに
人員、設備 及び運営 に関する 基準等を 定める条例 第二百三 十九条
に規定する 外部サー ビス利用 型指定特 定施設入居 者生活介 護を除
く。）、指定地域 密着型特 定施設入 居者 生活介護若し くは指定 介護
予防特定施 設入居者 生活介護 （指定介 護予防サー ビスの事 業に係
る申請者の 要件並び に人員、 設備及び 運営に関す る基準等 を定め

る条例第二 百二十七 条に規定 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を除く。）の事業を行う養護老人ホーム

11

第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテラ

にあっては、常勤換算方法で、一以上とする。

（略）

12

11

（略）

12

にあっては、常勤換算方法で、一以上とする。

第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテラ

イト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員

イト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員

その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の

その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテ

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテ

ライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると

ライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると

認められるときは、これを置かないことができる。

認められるときは、これを置かないことができる。

一

養護老人ホーム

栄養士又は調理員、事務員その他の職員

二

介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員

（新設）
一

その他の従業者
三

介護医療院

四

病院

五

診療所

介護老人保健施設

支援相談員、栄養士又は調理員、事務員

その他の従業者
栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

栄養士（病床数百以上の病院の場合に限る。
）
事務員その他の従業者

第十四条～第三十一条

（略）

二

介護医療院

三

病院

四

診 療所

栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

栄養士（病床数百以上の病院の場合に限る。）
事務員その他の従業者

第十四条～第三十一条

（略）

