
議第48号

山形県職員等に対する退職手当支給条例等の一部を改正する条例の設定にっいて

山形県職員等に対する退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県職員等に対する退職手当支給条例等の一部を改正する条例

(山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部改正)

第1条山形県職員等に対する退職手当支給条例(昭和28年10月県条例第26号)の一部を次のよう
に改正する。

第8条第5項第2号中「第8条第3項」を「第8条第1項第5号」に改める。
附則第35項中「100分の87」を「100分の83.フ」に改める。

(山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年7月県条例第38
号)の一部を炊のように改正する。

附則第5項中「100分の87」を「100分の83.フ」に改める。

第3条山形県職員等に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年3月県条例第9
号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「100分の87」を「100分の83.フ」に、「104分の87」を「104分の83.フ」に改め
る。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

国家公務員の退職手当の改正措置に準じ、退職手当の額を引き下げる等のため提案するものであ
る。
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議第49号

特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例

特別職の職員に対する退職手当支給条例(昭和29年1月県条例第1号)の一部を次のように改正

する。

第3条第1項の表中

100分の55

100分の38

第5条第1項第3号中「第8条第3項」を「第8条第1項第5号」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

知事等に対する退職手当の額を引き下げる等のため提案するものである。

100分の26

100分の26

100分の26

100分の53

100分の17

を

100分の36.5

100分の17

100分の25

100分の25

100分の25

100分の16.5

に改める。

100分の16.5
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議第50号

山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて

山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。

山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例

(山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例の一部改正)

第1条山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例(昭和31年9月県条例第52号)の一部を

次のように改正する。

第6条第 1項中「16,200円」を「16,500円」に改める。

別表第1議員報酬月額の欄中

に改める。

別表第2給料月額の欄中

「783,000円」を「801,000円」に、「606,000円」を「619,000円」に改める。

867,000円

フ74,000円

746,000円

1,212,000円

を

933,000円

日額

904,000円

を

807,000円

25,900円

同

フ78,000円

28,800円

同

1,240,000円

25,900円

同 10,800円

同

954,000円

月額

日額

25,900円

日額

に、

192,000円

26,400円

同

月額

25,900円

29,400円

同

192,000円

26,400円

同 H,000円

同

月額

26,400円
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日額

196,000円

月額

26,400円

196,000円



別表第3報酬額の欄中

日額 25,900円

同 28,800円

同 25,900円

同

日額

10,800円

を

同

26,400円

同

28,800円

同

29,400円

同

25,900円

26,400円

同

「31,400円」を「32,100円」に、「270,000円」を「276,000円」に、「279,000円」を「285,000

円」に改める。

(山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月県

条例第8号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「額を」を「額に100分の102.3を乗じて得た額(その額が100,000円を超える場

合においては1,000円未満の端数を、100,000円未満である場合においては100円未満の端数を切

り捨てた額。以下「報酬の上限額」という。)を」に、「同項の規定を適用したとしたならばそ

の者に支給すべきこととなる報酬の額」を「報酬の上限額」に改める。

附則

(施行期田

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における報酬等に関する特伊D

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における議会の議員の議員報酬は、第1条の

同

10,800円

11,000円

に、

同

同

同

28,800円

29,400円

同

25,900円

同

26,400円

28,800円

同

同

25,900円

H,000円

同 29,400円

同 26,400円

同 29,400円

同 26,400円
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規定による改正後の山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例(以下「新条例」とい

う。)別表第1の規定にかかわらず、附則別表第1のとおりとする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における山形県特別職の職員の給与等の支給

に関する条例第3条第1項に規定する知事等の給料は、新条例別表第2の規定にかかわらず、附

則別表第2のとおりとする。

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における山形県特別職の職員の給与等の支給

に関する条例第4条第1項に規定する教育委員会の委員等の報酬は、新条例別表第3の規定にか

かわらず、附則別表第3のとおりとする。

5 前項の規定を適用する場合において、支給すべき1月当たりの報酬の額が附則別表第4の左欄

に掲げる職ごとに同表の右欄に定める額を超える者に支給する1月当たりの報酬の額は、同項及

び第2条の規定による改正後の山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例の一部を改正す

る条例附則第2項の規定にかかわらず、同欄に定める額とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における新条例第6条第1項に規定する附属

機関の委員等の報酬については、同項中「16,500円」とあるのは、「16,400円」とする。

附則別表第1

議長

副議長

職名

議員

附則別表第2

知事

副知事

職名

教育長

企業管理者

議員報酬月額

病院事業管理者

常勤の監査委員

常勤の人事委員会の委員

附則別表第3

886,000円

791,000円

給料月額

762,000円

792,000円以内で知事が定める額

792,000円以内で知事が定める額

1,226,000円

792,000円以内で知事が定める額

944,000円

613,000円以内で知事が定める額

613,000円以内で知事が定める額
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教育委員会の委員

選挙管理委員会の委員

職名

非常勤の監査委員

非常勤の人事委員会の委員

委員長

委員

公安委員会の委員

補充員

労働委員会の委員

報酬額

委員長

委員

日額

委員長

26,200円

同

委員

29,100円

同

会長

収用委員会の委員

26,200円

同

委員

10,900円

同

特別調整委員

月額

26,200円

あっせん員

日額

194,000円

あっせん員候補者

月額

26,200円

会長

海区漁業調整委員会の委員

日額

194,000円

委員

26,200円

同

予備委員

29,100円

同

あっせん委員

26,200円

仲裁委員

同

会長

10,900円

委員

同 29,100円

同 26,200円

同

-56-

10,900円

同 29,100円

同 26,200円



内水面漁場管理委員会の委員

選挙長

選挙分会長

選挙立会人

会長

審査分会長

委員

審査分会立会人

非常勤の職員等

附則別表第4

同

日額をもって定める者

29,100円

同

月額をもって定める者

教育委員会の委員

同

26,200円

選挙管理委員会の委員

同

10,600円

年額をもって定める者

日額31,800円以内で任命権者が定め

る額

同

10,600円

職名

非常勤の監査委員

同

8,800円

月額273,000円以内で任命権者が定め

る額

同

10,600円

年額282,000円以内で任命権者が定め

る額

8,800円

委員長

非常勤の人事委員会の委員

委員

公安委員会の委員

識見を有する者のうち

から選任する委員

議会の議員のうちから

選任する委員

報酬額

委員

委員

173,000円

178,000円

151,000円

178,000円

-57ー

97,100円
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労働委員会の委員

収用委員会の委員

会長

会長代理

海区漁業調整委員会の委員

公益委員

その他の委員

内水面漁場管理委員会の委員

会長

委員

提案理由

議会の議員の議員報酬月額、知事等の給料月額及び行政委員会の委員の報酬額等を引き上げるた

め提案するものである。

会長

委員

194,000円

会長

173,000円

委員

151,000円

140,000円

70,700円

62,200円

28,200円

25,400円

28,200円

25,400円
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議第51号

知事等及び職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例の設定にっいて

知事等及び職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例を次のように制定する。

知事等及び職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例

知事等及び職員の給与の特例に関する条例(平成14年3月県条例第Ⅱ号)は、廃止する。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

現行の知事等及び職員の給与を減額して支給する措置を廃止するため提案するものである。
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議第52号

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の設定について

知事等及び職員の給与の特例に関する条例を次のように制定する。

知事等及び職員の給与の特例に関する条例

(知事等の給与の特伊D

第1条知事、副知事、教育長、企業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員の給料の額は、

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限

り、山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年3月県

条例第号)附則別表第2に規定する給料月額にかかわらず、その者に係る同表に掲げる額か

ら、知事及び副知事にあっては当該額に100分の10、教育長、企業管理者、病院事業管理者及び

常勤の監査委員にあっては当該額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額(その額に100円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。

(職員の給与の特伊D

第2条山形県職員等の給与に関する条例(昭和32年8月県条例第30号。以下「給与条例」とい

う。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員の管理職手当の額は、特例期間に係るものに限

り、給与条例第10条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100

分の18を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて

得た額とする。

附則

この条伊1は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

新たに知事等及び職員の給与を減額して支給する措置を講ずるため提案するものである。
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議第53号

山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について

山形県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県手数料条例の一部を改正する条例

山形県手数料条例(平成12年3月県条例第8号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項第29号中「2,800円」を「2,900円」に改め、同項第31号中「1,800円」を「1,900

円」に改め、同項第32号中「5,000円」を「6,500円」に、「3,400円」を「4,500円」に、「2,700

円」を「3,600円」に改め、同項第35号中「2,800円」を「2,900円」に改め、同項第37号中「1,800

円」を「1,900円」に改め、同項第38号中 r5,000円」を「5,700円」に、「3,400円」を「3,800

円」に改め、同項第48号中「2,400円」を「2,100円」に改め、同項第75号の表口の項中「180円」

を「160円」に改め、同表ハの項中「220円」を「210円」に、「4円」を「3円」に改め、同表二

の項中「90円」を「80円」に改め、同条第1項第103号中「19,000円」を「17,000円」に改め、同

項第124号の5の次に次の2号を加える。

(124)の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 産業廃棄物の処理に係 147,000円

条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による特例認定申請手数料

る産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対

する審査

a24)の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 産業廃棄物の処理に係 134,000円

条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による特例認定の変更認定

る産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項申請手数料

の変更の認定の申請に対する審査

第2条第1項中第139号の3の8 を第139号の3のHとし、第139号の3の7の次に次の3号を加
える。

(139)の3の8 土壌汚染対策法第27条の2第1項の汚染土壌処理業の譲渡 120,000円

規定に基づく汚染士壌処理業の譲渡の承認の申請承認申請手数料

に対する審査

(139)の3の9 士壊汚染対策法第27条の3第1項の 汚染士壊処理業者であ 120,000円

規定に基づく汚染士壌処理業者である法人の合併 る法人の合併又は分割

又は分割の承認の申請に対する審査 の承認申請手数料

(139)の3の10 土壌汚染対策法第27条の4第1項の 汚染士壌処理業の相続 120,000円

規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請 承認申請手数料

に対する審査

第2条第 1項第139号の 7 の 6 中「75,000円」を「67,000円」に改め、同項第230号の次に次の 2
号を加える。

(23のの2、介護保険法第107条第1項の規定に基づ介護医療院開設許可申 63,000円

く介護医療院の開設の許可の申請に対する審査請手数料

(230)の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づ介護医療院変更許可申 33,000円

く介護医療院の変更の許可の申請(構造設備の変請手数料

更を伴うものに限る。)に対する審査

第2条第1項第231号中「次の表のイに掲げる」を「複数の介護サービスを行う事業が、同一の

介護サービス事業者により同一の事業所又は同一の施設(施設に事業所が併設されてぃる場合にお

ける当該事業所を含む。)において一体的に運営されている」に改め、「の口」を削り、同号の表
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を次のように改める。

複数の介護サービスを行う事業が、同一の介護サービス事業者により同一の事業所又は同

ーの施設(施設に事業所が併設されている場合における当該事業所を含む。)において一体

的に運営されている場合において、当該複数の介護サービスに次のいずれかに掲げる複数の

介護サービスが含まれる場合

イ短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護(短期入所生活介護の利用定員が特定

施設入居者生活介護の入居定員の6分の1以下である場合に限る。)

口短期入所生活介護及び介護保健施設サービス(短期入所生活介護の利用定員が介護保

健施設サービスの入所定員の6分の1以下である場合に限る。)

ハ共用型認知症対応型通所介護及び認知症対応型共同生活介護

第2条第 1項第253号中「37,700円」を「33,900円」に改め、同項第254号中「17,000円」を

「15,000円」に改め、同項第361号中「又は第13項ただし書」を「、第13項ただし書又は第14項た

だし書」に改め、同項第364号、第369号及び第384号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項第

386号中「16,900円」を「17,700円」に改め、同項第435号中「1,600円」を「1,800円」に改め、同

項第437号中「2,200円」を「1,900円」に改め、同項第447号中「25,000円」を「22,000円」に改

め、同項第453号中「4,600円」を「5,400円」に改め、同項第4郭号の8 中「2,000円」を「1,800

円」に改め、同項第456号の2及び第456号の3 中「1,000円」を「1,100円」に改め、同項第457号

の 3 中「1,500円」を「1,800円」に改め、同項第457号の 5 中「講習30分間につき350円」を

江,400円伯動車安全運転センターが行う認知機能検査に関する研修等を受けた者に対する講習

にあっては、 800円)」に改め、同項第467号及び第471号中「2,000円」を「1,800円」に改め、同

項第473号中「13,000円」を「12,000円」に改め、同項第474号中「1,900円」を「1,700円」に改

め、同項第477号中「1,500円」を「1,600円」に改め、同項第478号中「1,000円」を「1,100円」に

改め、同条第2項第1号の表イの項中

「4,100円」に、

1,900円に、

「「「「

[1回・[1回一、ーー[三列・ E11亙
」」」」

項中「2,950円」を「2,600円」に、「4,500円」を「4,050円」に改め、同表二の項中

「フ,050円」を「6,600円」に改め、同表口の項中

「「

[1^・f^・、
」」

1,850円を

に、「4,郭0円」を「4,800円」に改め、同表への項中「2,850円」を「2,900円」に、「4,400円」

を「4,350円」に改め、同条第2項第 1号の 2 の表イの項中「4,050円」を「3,900円」に、「6,700

円」を「6,400円」に改め、同表口の項中「3,850円」を「3,750円」に、「4,750円」を「4,550

円」に改め、同条第2項第2号の表イの項中「2,000円」を「1,900円」に、「4,650円」を「4,400

円」に改め、同表口の項中「1,950円」を「1,750円」に、「2,850円」を「2,550円」に改め、同表

ハの項中「1,750円」を「1,650円」に、「3,300円」を「3,100円」に改め、同表二の項中

「2,200円」を「2,550円」に、「3,100円」を「3,350円」に改め、同表ハの

「4,400円」を
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E1四・ E1回一、

区回・[1四一、の表口の項中 同条第2項第5号の3 中「650円」を

「750円」に改め、同号を同項第5号の4とし、同項中第5号の2を第5号の3とし、第5号の次
に次の1号を加える。

(5)の2 道路交通法第101条の2の2第1項の規定免許証経由更新手数料 2,550円
による運転免許証の有効期間の更新を受けようと

する者

第2条第2項第6号中「1,450円」を「1,400円」に、「3,000円」を「2,850円」に改め、同項第

同条第2項第3号の表口の項及び同条第2項第4号

7号中「1,100円」を「1,150円」に改め、同項第8号の表中

に改め、同表の付表中

23,100円

、

19,650円

14,500円

21,700円

23,400円

を

3,600円

19,500円

1,300円

14,700円

2,450円

を

21,500円

1,950円

3,550円

1,950円

1,250円

2,450円

に、

1,950円

1,950円

2,000円

を

1,950円

2,500円
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2,100円



2,500円

2,000円

2,000円

2,500円

2,000円

2,000円

2,350円

に改め、同表の備考第1項中「2,450円」を「2,350円」に、

1,900円

2,650円

1,800円

円」

円」

2,050円

に、「1,050円」

を「500円」に、

円」に改め、同項第10号の表中

を「1,100円」

「350円」を

に、「3,100円」を「2,900円」に改め、同備考第2項中「550

「300円」に改め、同条第 2項第 9 号中「1,100円」を「1,150

「850円」を「900

3,600円

14,600円

1,300円

11,800円

4,250円

9,400円

1,350円

3,550円

12,750円

14,550円

を

1,250円

1,250円

11,850円

4,250円

9,650円

1,400円

12,450円

に改め、同表の付表中

1,300円
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1,300円

2,050円

1,250円

1,200円

1,350円

1,100円

2,050円

1,550円

1,300円

を

1,350円

1,250円

1,300円

1,250円

1,550円

1,600円

'

に改め、同表の備考第 1項中「2,500円」を「2,400円」に、

1,350円

1,350円

1,300円

1,300円

1,400円

1,600円

1,300円

1,350円

「3,150円」を「2,850円」に改め、同備考第2項中「250円」を「150円」に、「100円」を「150

円」に改め、同条第2項第11号中「2,400円」を「2,350円」に改め、同項第12号の表ハの項中

「2,100円」を「1,950円」に改め、同表二の項中「4,100円」を「4,450円」に、「3,400円」を

「3,500円」に、「2,450円」を「2,800円」に改め、同表ホの項中「4,100円」を「4,150円」に改

め、同表への項中「1,400円」を「1,500円」に改め、同表チの項中「1,300円」を「1,400円」に改

め、同表リの項中「650円」を「750円」に改め、同表ヌの項中「2,400円」を「2,妬0円」に改め、

同表ヲの項中 (」を「5,100円 U に、

1,200円

1,300円

1,500円

1,300円

1,250円

「「

[1Ξ]・[1^'・ーー
」」

「フ,550円」を「フ,950円」に、

5,650円

2,000円

を

5,800円

2,250円
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円(」に、

項中「13,200円」を「12,500円」に改め、同表力の項中「1,900円」を「2,000円」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第29号、第31号、第32号、

第35号、第37号及び第38号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

提案理由

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく産業廃棄物の処理に係る特例の認定を申請す

る者等から手数料を徴収するとともに、運転免許試験手数料等の額の適正化を図るため提案するも

のである。

「4,300円」を「4,450円」に、

「「

[三三回・[王ヨー、・加
」」
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議第54号

山形県議会議員及び山形県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

山形県議会議員及び山形県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の

一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県議会議員及び山形県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の一部を改正する条例

山形県議会議員及び山形県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例

(平成6年3月県条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第142条第1項第3号」を「第142条第1項第3号及び第4号」に、「)及び」を「)
並びに」に改める。

第2条中「第5条」を「第5条、第6条(各号詞信己以外の部分に限る。)、第8条」に改める。

第6条中「山形県知事の選挙における」を削り、「(以下この条及び第8条において「知事選挙

候補者」という。)は、知事選挙候補者」を「は、候補者」に、「法第142条第1項第3号」を

「、山形県議会議員の選挙にあっては法第142条第1項第4号に、山形県知事の選挙にあっては同

項第3号」に、「同号」を「これらの号」に改め、同条第1号及び第2号を次のように改める。

①山形県議会議員の選挙における候補者 7円51銭

(2)山形県知事の選挙における候補者次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又

は口に定める金額

イ第1条のビラの作成枚数が50,000枚以下である場合 7円51銭

口第1条のビラの作成枚数が50,000枚を超える場合 375,500円と 5円 2銭にその50,000枚

を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を同条のビラの作成枚数で除して得た金額(1

銭未満の端数がある場合には、その端数は、 1銭とする。)

第8条中「知事選挙候補者」を「候補者」に、「法第142条第1項第3号」を「、山形県議会議

員の選挙にあっては法第142条第1項第4号に、山形県知事の選挙にあっては同項第3号」に改め
る。

附則

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の山形県議会議員及び山形県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される山形県議会議員の選挙にっい

て適用し、この条例の施行の日前にその期日を告示された山形県議会議員の選挙にっいては、な

お従前の例による。

提案理由

県議会議員の選挙における候補者が選挙運動のために使用するビラの作成に要する費用の全部又

は一部について公費で負担するため提案するものである。
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議第55号

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を炊のように制定する。

山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

山形県事務処理の特例に関する条例(平成Ⅱ年12月県条例第36号)の一部を次のように改正す

る。

第2条第1項の表第9項事務の欄中第25号を第26号とし、第17号から第24号までを1号ずつ繰り

下げ、第16号の次に次の1号を加える。

a7)条例第12条の2第2項の規定による点検の結果の報告の受理

第2条第1項の表第12項事務の欄第H号中「第12項」を「第14項」に改め、同表第26項事務の欄

第10号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同欄第13号中「機関」を「機関又は都道府県等」に改

める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表第9項の改正規定は、

同年10月1日から施行する。

提案理由

条例による事務処理の特例として市町村が処理することとする事務の範囲を拡大するため提案す

るものである。
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議第56号

山形県自然環境保全条例の一部を改正する条例の制定について

山形県自然環境保全条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県自然環境保全条例の一部を改正する条例

山形県自然環境保全条例(昭和48年3月県条例第21号)の一部を次のように改正する。

第15条第1項中「第9条第21項」を「第9条第22項」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

都市計画法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため提案するものである。
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議第57号

旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

旅館業法施行条例の一部を改正する条例

旅館業法施行条例(昭和33年7月県条例第25号)の一部を次のように改正する。

第1条中「営業」を「旅館業」に、「第1条第1項第H号、同条第2項第10号、同条第3項第7

号及び同条第4項第5号」を「第1条第1項第8号、同条第2項第7号及び同条第3項第5号」に

改める。

第1条の2中「第1条第1項第Ⅱ号、同条第2項第10号、同条第3項第7号及び同条第4項第5

号」を「第1条第1項第8号、同条第2項第7号及ぴ同条第3項第5号」に改め、同条第1号中

「ホテル営業」を「旅館・ホテル営業」に改め、同号中イを削り、口をイとし、ハを口とし、二を

ハとし、同条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。

第4条第1項第4号イ及び同条第2項中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改

める。

附則

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

提案理由

旅館業法の一部改正に伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準を定める等のため提案す

るものである。
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議第58号

山形県獣医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定にっいて

山形県獣医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県獣医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

山形県獣医師修学資金貸与条例(平成5年3月県条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号ハ中「農業災害補償法」を「農業保険法」に、「農業共済組合連合会」を「農業共

済組合」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

農業災害補償法の一部改正等に伴い、規定の整備を図るため提案するものである。
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議第59号

山形県安心こども基金条例の一部を改正する条例の制定について

山形県安心こども基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県安心こども基金条例の一部を改正する条例

山形県安心こども基金条例(平成21年2月県条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「平成30年3月31日」を「平成33年3月31日」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

山形県安心こども基金の設置期間を延長するため提案するものである。

ーフ2-



議第60号

山形県国民健康保険広域化等支援基金条例等を廃止する条例の設定にっいて

山形県国民健康保険広域化等支援基金条例等を廃止する条例を次のように制定する。

山形県国民健康保険広域化等支援基金条例等を廃止する条例

山形県国民健康保険広域化等支援基金条例(平成H年10月県条例第50号)及び山形県国民健康保

険調整交付金交付条例(平成17年10月県条例第99号)は、廃止する。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

国民健康保険法の一部改正に伴い、山形県国民健康保険広域化等支援基金及び山形県国民健康保

険調整交付金を廃止するため提案するものである。
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議第61号

山形県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例の制定について

山形県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例

山形県後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年3月県条例第21号)の一部を次のように改

正する。

第2条中「1,000分の0.4U を「零」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

基金に充てるため後期高齢者医療広域連合から徴収する拠出金の額を算定するための割合を変更

するため提案するものである。
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議第62号

山形県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例の制定にっいて

山形県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

山形県国民健康保険財政安定化基金条例(平成28年2月県条例第4号)の一部を次のように改正
する。

第7条を第9条とする。

第6条中「場合」を「場合又は同条第2項の規定により同項に規定する特別会計に繰り入れる場
合」に改め、同条を第7条とし、同条の次に次の1条を加える。

(交付事業を行う特別の事情)

第8条算定政令第17条第1項に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
①国民健康保険の被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。

(2)企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下等地域の産業に特別の事情が生じたこと。
(3)その他国民健康保険の被保険者の生活に影響を与える事情が生じたこと。

第5条を第6条とし、第2条から第4条までを1条ずっ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加え
る。

(拠出金の徴収)

第2条県は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算

定政令」という。)第22条第1項及び第2項並びに知事が別に定めるところにより、算定政令第
17条第1項に規定する基金事業交付金の交付を受けた市町村から拠出金を徴収する。
附則第2項を次のように改める。

2 平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、基金は、算定
政令附則第19条第1項に規定する特例事業に要する経費に充てる場合には、処分することができ
る。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

山形県国民健康保険財政安定化基金による交付事業を行う特別の事情を定める等のため提案する
ものである。



議第63号

山形県国民健康保険運営協議会条例の一部を改正する条例の制定について

山形県国民健康保険運営協議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県国民健康保険運営協議会条例の一部を改正する条例

山形県国民健康保険運営協議会条例(平成29年7月県条例第36号)の一部を炊のように改正す

る。

第1条及び第2条を炊のように改める。

(設置)

第1条国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第Ⅱ条第1項に規定する協議会として、山形県

国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条協議会の委員の定数は、16人以内とする。

第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条を第4条とし、第6条を第5条とする。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

国民健康保険法等の一部改正に伴い、規定の整備を図るため提案するものである。

ーフ6-



議第64号

山形県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例の制定について

山形県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例

山形県地域自殺対策緊急強化基金条例(平成21年7月県条例第55号)の一部を次のように改正す

る。

附則第2項中「平成30年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

山形県地域自殺対策緊急強化基金の設置期間を延長するため提案するものである。
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議第65号

山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について

山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

山形県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例

山形県看護職員修学資金貸与条例(昭和37年10月県条例第56号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項第4号中「別表第7号」を「別表第8号」に改める。

別表中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6)介護医療院(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。)

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

修学資金の返還債務の履行猶予及び免除の対象となる者の範囲を変更するため提案するものであ

る。
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議第66号

医療法施行条例の一部を改正する条例の制定にっいて

医療法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

医療法施行条例の一部を改正する条例

医療法施行条例(平成24年12月県条例第68号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号を次のように改める。

(2)放射線治療病室の病床については、既存の病床数及び当該申請に係る病床数に算定しないこ
と。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

地域における既存の病床数及び申請に係る病床数の補正の基準を変更するため提案するものであ
る。
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議第67号

みんなで取り組む健康長寿県やまがた推進条例の設定について

みんなで取り組む健康長寿県やまがた推進条例を次のように制定する。

目次

月1」二文:

第1章総則(第1条一第9条)

第2章県民の健康づくりの推進に関する基本的施策(第10条一第17条)

第3章健康長寿県やまがた推進基金(第18条一第24条)

附則

健康であることは、全ての人の願いであり、県民が喜びや生きがいを持って充実した日々を過ご

すための大切な基盤である。

我が国は、公衆衛生の向上、医学の進歩等により、世界でもトップクラスの平均寿命を誇り、

「人生100年時代」の到来を見据えた社会のあり方が議論される時代を迎えている。そのような

中、本県は高齢化率が全国的にも高く、地域の活力を維持し、伸ばしていくためには、年齢にかか

わらず全ての県民が活躍できる社会の実現を目指していかなけれぱならない。

年齢にかかわらず活躍し続けるためには、健康であることが最も大釖である。

そのためには、県民一人一人が、若い頃から自らの健康を意識し、生活習慣の改善や健康診断の

受診等により、生活習慣病の発症及び重症化の予防に、主体的に、かつ、継続して取り組むことが

重要である。そして、それを県民、事業者、健康づくり関係者、市町村、県及び国が連携し、協力

しながら社会全体で支援し、推進していくことが必要である。

また、それらの健康づくりに継続して取り組むためには「楽しみながら取り組むこと」が重要で

ある。本県は、多くの秀麗な山々、県士を縦貫する最上川、全国一の面積を誇る天然のブナ林とい

つた豊かな自然に囲まれており、ウォーキング、スキー、トレッキング、森林浴等、自然と触れ合

い、楽しみながら健康づくりに取り組むことができる環境に恵まれている。同時に、それらの豊か

な自然は四季折々の豊富な食材をもたらし、健康状態に合わせた栄養バランスの取れた食事を、身

近で気軽に取ることのできる環境にも恵まれている。

そのような本県の豊かな自然環境も活用しながら、県民が総参加で生活習慣病の発症及び重症化

の予防のための健康づくりに取り組むことにより、県民一人一人が家庭や働く場等あらゆる生活の

場において、生涯にわたって、健やかで心豊かに暮らすことのできる地域社会である「健康長寿県

やまがた」の実現を目指して、この条例を制定する。

第1章総則

(目的)

第1条この条例は、県民の健康づくり(疾病又は障がいの有無にかかわらず、健やかで心豊かに

生活するため、食習慣、運動習慣、休養、飲酒、喫煙、歯及び口腔の健康の保持の習慣等の生活

習慣を改善すること等により、自らの健康を管理することをいう。以下同じ。)の推進に関し、

基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めること

により、県民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の総参加によ

り生活習慣病の発症及び重症化の予防に努め、もって健康長寿県やまがた(県民一人一人が、家

庭、職場等あらゆる生活の場において、生涯にわたって、健やかで心豊かに暮らすことができる

地域社会をいう。)の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

みんなで取り組む健康長寿県やまがた推進条例
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第2条県民の健康づくりの推進は、県民一人一人が健康づくりに関する関心及び必要な知識を持

ち、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたって主体的に取り組むことを旨として行

われなければならない。

2 県民の健康づくりの推進は、県民、事業者、健康づくり関係者(健康増進法(平成14年法律第

103号)第6条第1号から第7号まで及び第10号に規定する健康増進事業実施者(市町村を除

く。)、医療機関その他県民の健康づくりに関係する者をいう。以下同じ。)、市町村、県及び

国が相互に連携し、及び協力することにより、県民の健康づくりを推進するための社会環境の整

備に取り組むことを旨として行われなければならない。

(県民の役割)

第3条県民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康づくりに関する

正しい知識を習得するとともに、健康診査、がん検診、歯科健診その他の方法により適宜自己の

健康状態を把握しながら、継続して自らの心身の状態に応じた健康づくりに取り組むよう努める

ものとする。

2 県民は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する県民の健康づくりの推進に関する施策

に控力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条事業者は、基本理念にのっとり、従業員の健康が経営の基盤となることを認識し、組織を

挙げて積極的に従業員の健康増進に努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、県及ぴ市町村が実施する県民の健康づくりの推進に関する施

策に協力するよう努めるものとする。

(健康づくり関係者の役郵D

第5条健康づくり関係者は、基本理念にのっとり、県民の健康づくりに資する的確な情報及び機

会の提供に努めるものとする。

2 健康づくり関係者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する県民の健康づくりの推進

に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(県の責務)

第6条県は、基本理念にのっとり、県民の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。

(市町村等との連携)

第7条県は、県民の健康づくりの推進に当たっては、市町村及び国と連携し、及び協力し

て取り組むものとする。

(推進体制の整備)

第8条県は、県民の健康づくりの推進に関する施策を推進するために必要な体制を整備するもの
とする。

(財政上の措置)

第9条県は、県民の健康づくりの推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ず
るものとする。

第2章県民の健康づく.りの推進に関する基本的施策

(生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療)

第10条県は、県民の生活習慣病の予防、早期の発見及ぴ早期の治療が図られるよう、県民が健康

診査、治療等を受診しやすい環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(食習慣の改善)

第U条県は、県民の食習慣の改善を促進するため、本県の食材を活用し、かっ、年齢層に応じた

適切な量及び質の食事の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

(運動その他の身体活動の促進)
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第12条県は、県民の運動その他の身体活動を促進するため、本県の自然環境等を活用した運動の

普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

(飲酒及び喫煙の健康への影響についての周知)

第13条県は、飲酒及び喫煙が健康に与える影響に関する県民の理解を深めるため、生活習慣病の

発症の危険性を高める飲酒量、喫煙が健康に与える影響等についての広報その他の必要な施策を

講ずるものとする。

(休養による心身の健康の保持)

第14条県は、県民が適切な休養を取ることにより心身の健康を保持することができるよう、本県

の自然環境等を活用した休養の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材育成)

第15条県は、県民の健康づくりの推進に寄与する人材の育成を図るものとする。

(調査)

第16条県は、県民の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査を

実施するものとする。

(顕彰)

第17条県は、県民の健康づくりを推進する社会環境の整備において顕著な成果を収めた者及び県

民の健康づくりの推進に寄与した者を顕彰するものとする。

第3章健康長寿県やまがた推進基金

(基金の設置)

第18条県は、県民の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、健康長寿県やまがた推進基

金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第19条基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第20条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。

(運用)

第21条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものと

する。

(繰替運用)

第22条知事は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金

に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第23条基金は、第18条に規定する施策の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することが

できる。

(委任)

第24条この章に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、知事が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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提案理由

県民の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、県の施

策の基本となる事項を定めることにより、県民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するため提案するものである。



議第68号

山形県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の設定

について

山形県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を次のように制定

する。

目炊

第1章

第2章

第3章

山形県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

総則(第1条・第2条)

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第3条一第16条)

ユニット型介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第17条一第21

条)

雑則(第22条)第4章

附則

第1章総則

(趣旨)

第1条この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第IH条第1項か

ら第3項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

るものとする。

(定義)

第2条この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(基本方針)

第3条介護医療院(第17条第1項に規定するユニット型介護医療院を除く。以下この章において

同じ。)は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の

管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

にするものでなければならない。

2 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービ

スの提供に努めなければならない。

3 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行

い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者を

いう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第17条第2項に

おいて同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。

(従業者)

第4条介護医療院は、医師及び看護師又は准看護師のほか、次に掲げる従業者を置かなければな

らない。

①薬剤師

②介護職員

(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

④栄養士

⑤介護支援専門員
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⑥診療放射線技師

⑦調理員、事務員その他の従業者

2 前項に定めるもののほか、介護医療院の従業者の基準は、規則で定める。

(施設)

第5条介護医療院は、療養室、診察室、処置室及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しな

ければならない。

(D 談話室

②食堂

③浴室

(4)レクリエーション・ノレーム

⑤洗面所

⑥便所

(フ)サービス・ステーション

(8)調理室

⑨洗濯室又は洗濯場

ao)・汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただ

し、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、介護医療院の施設の基準は、規則で定める。

(構造設備の基準)

第6条介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条

において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規

定する耐火建築物をいう。以下この条及び第18条において同じ。)でなければならない。ただ

し、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建

築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下この条及び第18条において同

じ。)とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物で

あって、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係

る入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ

とを要しない。

3 前2項に定めるもののほか、介護医療院の構造設備の基準は、規則で定める。

(内容及び手続の説明及ぴ同意)

第7条介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、介護医療院サービ

スの利用の申込みを行った者(以下この条において「入所申込者」という。)又はその家族に対

し、入所申込者のサービスの選択に資すると認められる規則で定める重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第8条介護医療院は、正当な理由がなく、介護医療院サービスの提供を拒んではならない。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第9条介護医療院は、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の

状況等を踏まえて、その者の療養を適切に行わなければならない。

2 介護医療院サービスは、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならな

し、

3 介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者

又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなけ
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れぱならない。

4 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他入所者の行動を制限す

る行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 介護医療院は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。

(運営規程)

第10条介護医療院は、施設の運営について規則で定める重要事項に関し規程を定めなければなら
ない

(非常災害対策)

第H条介護医療院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練

その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第12条介護医療院は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水にっいて、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行

わなければならない。

2 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

に、規則で定める措置を講じなければならない。

(秘密保持等)

第13条介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。

2 介護医療院は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あら

かじめ文書により入所者の同意を得なければならない。

(苦情への対応)

第14条介護医療院は、その提供した介護医療院サービスに関する入所者又はその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条介護医療院は、事故の発生を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速や

かに県、市町村、当該入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな
し、

(記録の整備)

第16条介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する記録を整備しなければなら

ない。

2 介護医療院は、施設介護サービス費等の請求に関する記録その他入所者に対する介護医療院サ

ービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければなら

ない。

第3章ユニット型介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(基本方針)
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第17条ユニット型介護医療院(施設の全部において少数の療養室及びこれらの療養室に近接して

設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をい

う。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ビとに入居者の日常生活が

営まれ、これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。)は、長期にわたり療養が

必要である入居者一人一人の意思及ぴ人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居前の居宅

における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことに

より、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支

援しなければならない。

2 ユニット型介護医療院は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(施設)

第18条ユニット型介護医療院は、診察室、処置室及び機能訓練室のほか、炊に掲げる施設を有し

なければならない。

a)ユニット

(2)浴室

(3)サービス・ステーション

(4)調理室

(5)洗濯室又は洗濯場

(6)汚物処理室

2 ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下

この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満た

す2階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とすることが

できる。

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護医療

院の建物であって、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴い

て、火災に係る入居者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建

築物とすることを要しない。

4 前3項に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の構造設備の基準は、規則で定める。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第19条介護医療院サービスは、入居者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣

に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、必要な援助を行うことにより、

入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 介護医療院サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むこと

ができるよう配慮して行われなければならない。

3 介護医療院サービスは、入居者の私生活がみだりに他人に知られ、又は乱されることのないよ

う配慮じて行われなければならない。

4 介護医療院サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護

状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行

われなければならない。

5 ユニット型介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、入居者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならな

し、

6 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居
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者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら
ない

フユニット型介護医療院は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその

改善を図らなければならない。

(運営規程)

第20条ユニット型介護医療院は、施設の運営について規則で定める重要事項に関し規程を定めな

ければならない。

(準用)

第21条第7条、第8条及び第Ⅱ条から第16条までの規定は、ユニット型介護医療院にっいて準用

する。

第4章雑則

(委任)

第22条この条例に定めるもののほか、介護医療院の運営の基準は、規則で定める。

附則

(施行期田

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 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床等(以下「療養病床

等」という。)を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は当該診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホー

ム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その

他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。

次項において同じ。)を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物にっい

ては、第6条第1項及び第18条第2項の規定は、適用しない。

3 平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って開設した介護

老人保健施設(以下「介護療養型老人保健施設」という。)であって、平成36年3月31日までの

間に当該介護療養型老人保健施設の開設者が、当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃

止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物にっいては、第6条

第1項及び第18条第2項の規定は、適用しない。

提案理由

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるため提案するものである。
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議第69号

山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止

する条例の設定について

山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例を

次のように制定する。、

山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止

する条例

山形県指定居宅介護支援等の事業の人員及ぴ運営に関する基準等を定める条例(平成26年3月県

条例第22号)は、廃止する。

附則

この条伊1は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を廃止

するため提案するものである。
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議第70号

山形県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

の一部を改正する条例の制定について

山形県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の一部を改

正する条例を次のように制定する。

山形県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

の一部を改正する条例

山形県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(平成24年

12月県条例第72号)の一部を次のように改正する。

目次中「第5節基準該当居宅サービスに関する基準(第19条一第22条)」を

「第5節共生型居宅サービスに関する基準(第18条の2・第18条の3)_
第6節基準該当居宅サービスに関する基準(第19条一第22条)」」' P ハ

を「第5節共生型居宅サービスに関する基準(第72条一第81条)」に、「第6節基準該当居宅

サービスに関する基準(第Ⅱ2条一第Ⅱ7条)」を

「第6節共生型居宅サービスに関する基準(第111条の2 ・第H1条の3)
に改める。

第7節基準該当居宅サービスに関する基準(第U2条一第Ⅱ7条)

第1条中「並びに」を「、第72条の2第1項各号並びに」に改める。

第2章中第5節を第6節とし、第4節の次に次の1節を加える。

第5節共生型居宅サービスに関する基準

(共生型訪問介護の基準)

第18条の2 訪問介護に係る共生型居宅サービス(法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1

項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(次条において「共生型

訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(山形県指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月県条例第81号。以下「指定障

害福祉サービス条伊1」という。)第6条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び指

定重度訪問介護(指定障害福祉サービス条例第5条第2項に規定する指定重度訪問介護をい

う。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。
(準用)

第18条の3 第5条、第7条及び前節の規定は、共生型訪問介護の事業にっいて準用する。

第37条第5項中「第171条第10項」を「第171条第14項」に改める。

第46条第1項中「指定訪問りハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)」を「規則で

定めるところにより、次に掲げる従業者」に改め、同項に炊の2号を加える。
①医師

②理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第47条第1項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。
第53条中「、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護

師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)」を削
る。

第54条第1項第1号口中「、看護職員」を削り、同項第3号を削る。

第55条第1項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。

第57条第1項第1号中「指定居宅介護支援事業者等」を「指定居宅介護支援事業者」に改め、同
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条第3項を削る。

第66条第4号中「第5条の2」を「第5条の2第1項」に改める。

第7章第5節を次のように改める。

第5節共生型居宅サービスに関する基準

(共生型通所介護の基準)

第72条通所介護に係る共生型居宅サービス(次条において「共生型通所介護」という。)の事業

を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス条例第37条第1項に規定する指定生活介護事

業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス条例第70条に規定す

る指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指

定障害福祉サービス条例第77条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、

指定児童発達支援事業者(山形県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例(平成24年12月県条例第79号。以下「指定通所支援基準条仰1」という。)第6条第1

項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年

法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を

通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第5条に規定する指定児童発

達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所

支援基準条例第39条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者をいい、主として重症

心身障害児を通わせる事業所において同条に規定する指定放課後等デイサービスを提供する事業

者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。

(準用)

第73条第9条、第10条、第15条、第16条、第61条、第63条及び第64条第4項並びに前節(第71条

を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第64条第4

項中「第2項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護の事

業を行う者が当該事業を行う事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合」と、第66条第2号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護の提

供に当たる従業者」と読み替えるものとする。

第74条から第81条まで削除

第98条第2項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に改める。

第9章中第6節を第7節とし、第5節の次に次の1節を加える。

第6節共生型居宅サービスに関する基準

(共生型短期入所生活介護の基準)

第U1条の2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(次条において「共生型短期入所生活

介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス条例第47条第3項に

規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(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(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施

設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス条例第46条に規

定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と

一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用さ

れていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所にお

いて指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定

める。

(準用)

第111条の3 第10条、第15条から第17条まで、第68条、第印条、第95条及び第97条並びに第4節

(第104条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合に
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おいて、第101条第3項中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護の

提供に当たる従業者」と読み替えるものとする。

第Ⅱ9条第1項に次の1号を加える。

⑤介護医療院である指定短期入所療養介護事業所医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学
療法士又は作業療法士及び栄養士

第120条第1項第4号中「食堂、」を削り、「機能訓練室」を「機能訓練」に改め、同項に次の
1号を加える。

⑤介護医療院である指定短期入所療養介護事業所法に規定する介護医療院として必要とされ

る施設及び設備(ユニット型介護医療院(山形県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

に関する基準を定める条例(平成30年3月県条例第号)第17条第1項に規定するユニット型

介護医療院をいう。第127条において同じ。)に関するものを除く。)を有すること。

第127条第1項に次の1号を加える。

⑤介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所法に規定する介護医療院として

必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有すること。

第154条第1号中「等に」を「、全国平均貸与価格等に」に改め、同条に炊の1号を加える。

(6)指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福

祉用具に関する情報を利用者に提供すること。

第167条中「において」を「において、第14条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」
と」に改める。

附則に次の1項を加える。

6 第134条及び第144条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の

開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当

該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は当該診

療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームを

いう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供する

ことをいう。)を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特

定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される第141条第1項に

規定する指定特定施設をいう。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病

院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及ぴ食

堂を置かないととができる。

附則

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第154条第1号の改正規定は、同年10

月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居

宅サービスを行っている事業所において行われる改正前の第53条に規定する指定居宅療養管理指

導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う同法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導に相当す

るものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行

うものについては、改正前の第53条から第郭条まで及び第57条第3項の規定は、平成30年9月30

日までの間、なおその効力を有する。

提案理由

共生型訪問介護の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める等のため提案するものであ
る。
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議第71号

山形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に関する基準等を定める条例のー

部を改正する条例の制定について

山形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に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。

山形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に関する基準等を定める条例のー

部を改正する条例

山形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に関する基準等を定める条例(平成24年12月県条例第73

号)の一部を次のように改正する。

目次中「第7節基準該当介護予防サービスに関する基準(第104条一第109条)」を

「第7節共生型介護予防サービスに関する基準(第103条の2 ・第103条の3)

第8節基準該当介護予防サービスに関する基準(第104条一第109条)

第1条中「第H5条の2第2項第1号」を「第115条の2第2項第1号、

各号」に改める。

第46条第1項中「指定介護予防訪問りハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)」を

「次に掲げる従業者」に改め、同項に炊の2号を加える。

(D 医師

(2)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第46条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の 1

項を加える。

2 前項に定めるもののほか、指定介護予防訪問りハビリテーションの提供に当たる従業者の基準

は、規則で定める。

第47条第1項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。

第53条中「、看護職員(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健

師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同

じ。)」を削る。

第54条第1項第1号口中「、看護職員」を削り、同項第3号を削る。

第55条第1項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。

第9章中第7節を第8節とし、第6節の次に次の1節を加える。

第7節共生型介護予防サービスに関する基準

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第103条の2 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(法第Ⅱ5条の2の2第1

項の申請に係る法第53条第1項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。)

(次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業

者(山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成24年12月県条例第81号。以下「指定障害福祉サービス条伊」」という。)第47条第3項に規

定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合

に改める。

第Ⅱ5条の2の2第1項
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的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス条例第46条に規定

する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設とー

体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用され

ていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所におい

て指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定め
る。

(準用)

第103条の3 第26条の3、第27条の3から第27条の5まで、第79条の2、第85条及び第87条並び

に第4節(第94条を除く。)及ぴ第5節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業にっ

いて準用する。

第111条第1項に次の 1号を加える。

⑤介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所医師、薬剤師、看護職員、介護職
員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士

第112条第1項第4号中「食堂、」を削り、同項に次の 1号を加える。

⑤介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所法に規定する介護医療院として必

要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(山形県介護医療院の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準を定める条例(平成30年3月県条例第号)第17条第1項に規定するユ

ニット型介護医療院をいう。第121条において同じ。)に関するものを除く。)を有するこ
と。

第121条第1項に次の1号を加える。

⑤介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所法に規定する介護医療
院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有する
こと。

附則第4項を炊のように改める。

4 第128条及び第140条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の

開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当

該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は当該診

療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームを

いう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供する

ことをいう。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設

型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される

第137条第1項に規定する指定介護予防特定施設をいう。)においては、併設される介護老人保
健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型
指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設
型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

附則

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 と.の条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項に規定する指定介

護予防サービスを行っている事業所において行われる改正前の第53条に規定する指定介護予防居

宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う同法第8条の2第5項に規定する介護予防

居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又

は准看護師をいう。)が行うものについては、改正前の第53条から第郭条までの規定は、平成30

年9月30日までの間、なおその効力を有する。
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提案理由

共生型介護予防短期入所生活介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める等のため提

案するものである。
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議第72号

山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について

山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例を次のように制定する。

山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

山形県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年
12月県条例第75号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「又は病院」を「若しくは介護医療院(法第8条第29項に規定する介護医療院を

いう。以下同じ。)又は病院」に、「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」に改める。

第17条第1項中「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」に改める。

附則第2項中「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

提案理由

介護医療院を併設するサテライト型小規模介護老人保健施設の施設基準を定めるとともに、病院
又は診療所を介護老人保健施設に転換する場合の施設基準の特例措置の適用期間を延長するため提
案するものである。
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議第73号

山形県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例のー

部を改正する条例の制定について

山形県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。

山形県指定介護療養型医療施設の人員、設備及ぴ運営に関する基準を定める条例のー

部を改正する条例

山形県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月

県条例第76号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第17条第1項」を「ユニット型指定介護療養型医療施設(第17条第1項」に、

「を除く」を「をいう。次条において同じ。)を除く」に改める。

第3条第4項中「及び第17条第1項に規定する」を「に」に、「場合の」を「場合の指定介護療

養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の」に改める。

附則第2項中「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から

施行する。

提案理由

健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴い、指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準の適用期間を延長するため提案するものである。
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