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社会 福祉 施設 等に 併設 される 居宅 サー ビス 、居 宅介 護支 援、

法 ３４ 条１ 号

介護 予防 サー ビス 又は 介護予 防支 援の 事業 の用 に供 する 施設

法 ３４ 条１ ４号
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立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

２］ （P13～ P17）
２］ 提案 基準 １５ （P79）
提案 基準 ２０ （P86・ P87）
提案 基準 ３６ （P114・ P115）
提案 基準 ３７ （P116・ P117）
提案 基準 ３８ （P118・ P119）

医 療施 設又 は社 会福 祉施 設等に 併設 され る居 宅サ ービ ス、 居宅 介護 支援 、介 護予 防サ ー
ビス 又は 介護 予防 支援 の事 業の用 に供 する 施設 の取 扱い は、 次の とお りと する 。
介 護保 険法 第８ 条に 規定 する居 宅サ ービ ス（ 訪問 入浴 介護 、訪 問看 護、 訪問 リハ ビリ テ
ーシ ョン 、居 宅療 養管 理指 導、福 祉用 具貸 与及 び特 定福 祉用 具販 売） 及び 居宅 介護 支援 、
並び に同 法第 ８条 の２ に規 定する 介護 予防 サー ビス （介 護予 防訪 問入 浴介 護、 介護 予防 訪
問看 護、 介護 予防 訪問 リハ ビリテ ーシ ョン 、介 護予 防居 宅療 養管 理指 導、 介護 予防 福祉 用
具貸 与及 び特 定介 護予 防福 祉用具 販売 ）及 び介 護予 防支 援は 、社 会福 祉法 第２ 条第 ２項 に
いう 第１ 種社 会福 祉事 業又 は同条 第３ 項に いう 第２ 種社 会福 祉事 業に 位置 付け られ てい な
いが 、法 ３４ 条１ 号又 は法 ３４条 １４ 号の 規定 によ り立 地が 認め られ る医 療施 設又 は社 会
福祉 施設 等に 併設 （建 築基 準法上 不可 分な 関係 ）さ れ、 かつ 、そ の規 模が 当該 医療 施設 又
は社 会福 祉施 設等 の規 模に 照らし て適 正で ある と認 めら れる 場合 は、 それ らの 用途 に包 含
され るも のと して 取り 扱っ て差し 支え ない 。
＜ 留意 事項 ＞
ア 「 医療 施設 」と は、 病院及 び診 療所 をい う。
イ 「 社会 福祉 施設 等」 とは、 老人 福祉 法に 規定 する 老人 福祉 施設 、認 知症 対応 型老 人
共同 生活 援助 事業 の用 に供す る施 設及 び有 料老 人ホ ーム 並び に高 齢者 の居 住の 安定 確
保に 関す る法 律第 ５条 第１項 に規 定す るサ ービ ス付 き高 齢者 向け 住宅 並び に介 護保 険
法に 規定 する 介護 老人 保健施 設（ 社会 福祉 法第 ２条 第３ 項第 １０ 号に 該当 しな い介 護
老人 保健 施設 を含 む。 ）をい う。
ウ 「 居宅 サー ビス 、居 宅介護 支援 、介 護予 防サ ービ ス又 は介 護予 防支 援の 事業 の用 に
供す る施 設」 とは 、そ れらの 事業 を行 うた めに 必要 不可 欠と 認め られ る事 務室 等（ 設
備、 備品 の収 納ス ペー スを含 む。 ）を いう 。
エ 「 その 規模 が当 該医 療施設 又は 社会 福祉 施設 等の 規模 に照 らし て適 正」 とは 、主 た
る施 設で ある 医療 施設 又は社 会福 祉施 設等 に付 随す ると 認め られ る合 理的 な規 模で あ
るこ と。
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