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ⅠⅠⅠⅠ事業者指定事業者指定事業者指定事業者指定のののの概要概要概要概要（（（（訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護・てだすけ・・てだすけ・・てだすけ・・てだすけ・通所介護通所介護通所介護通所介護・ふれあいサービス・ふれあいサービス・ふれあいサービス・ふれあいサービス））））    

１１１１    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業事業者指定事業者指定事業者指定事業者指定についてについてについてについて    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者のののの指定指定指定指定はははは、、、、事業事業事業事業をををを行行行行うううう者者者者のののの申請申請申請申請によりによりによりにより、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの種類種類種類種類

及及及及びびびび事業所事業所事業所事業所ごとにごとにごとにごとに行行行行いますいますいますいます。。。。    

（（（（１１１１））））    指定申請指定申請指定申請指定申請のののの受付受付受付受付    

電電電電話話話話でででで日日日日時時時時のののの予約予約予約予約をしたをしたをしたをした上上上上でででで、、、、対面方式対面方式対面方式対面方式でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

申請申請申請申請のののの受付受付受付受付時間時間時間時間はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日のののの午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５時時時時００００００００分分分分までまでまでまでですですですです。。。。    

※※※※指定申請指定申請指定申請指定申請にはにはにはには手数料手数料手数料手数料はかかりませんはかかりませんはかかりませんはかかりません。。。。    

（（（（２２２２））））    指定申請受付指定申請受付指定申請受付指定申請受付・・・・相談窓相談窓相談窓相談窓口口口口    

            〒〒〒〒０８００８００８００８０－－－－８６７０８６７０８６７０８６７０    

            帯広市西帯広市西帯広市西帯広市西５５５５条南条南条南条南７７７７丁目丁目丁目丁目１１１１番地番地番地番地    

            帯広市保健福祉部介護保険課帯広市保健福祉部介護保険課帯広市保健福祉部介護保険課帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係認定給付係認定給付係認定給付係    

            ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０１５５０１５５０１５５０１５５－－－－６５６５６５６５－－－－４１５１４１５１４１５１４１５１    

            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０１５５０１５５０１５５０１５５－－－－２３２３２３２３－－－－０１６３０１６３０１６３０１６３    

（（（（３３３３））））    受付時期受付時期受付時期受付時期    

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日によりによりによりにより随時受付随時受付随時受付随時受付開始開始開始開始    

※※※※事業開始予定日事業開始予定日事業開始予定日事業開始予定日の１かの１かの１かの１か月前月前月前月前までにまでにまでにまでに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

（（（（４４４４））））    事業者審査事業者審査事業者審査事業者審査    

申申申申請請請請のののの受付後受付後受付後受付後、、、、再度内容再度内容再度内容再度内容をををを確認確認確認確認しししし、、、、審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。申請申請申請申請にににに不備不備不備不備があるがあるがあるがある場合場合場合場合やややや、、、、指定指定指定指定のののの要要要要件件件件をををを満満満満たしたしたしたし

ていないていないていないていない場合場合場合場合はははは、、、、指定指定指定指定はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

                    申請書申請書申請書申請書のののの記載内容記載内容記載内容記載内容にににに不備不備不備不備があったがあったがあったがあった場合等場合等場合等場合等はははは、、、、電話等電話等電話等電話等でででで確認確認確認確認のののの上上上上、、、、書類書類書類書類のののの再提出再提出再提出再提出をををを求求求求めるめるめるめる場合場合場合場合がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。    

        （（（（5555））））    事業者指定事業者指定事業者指定事業者指定    

                    審査審査審査審査のののの結果結果結果結果、、、、下記下記下記下記のののの要件要件要件要件をををを満満満満たしたたしたたしたたした場合場合場合場合にににに指定指定指定指定がされますがされますがされますがされます。。。。    

                    ・・・・    書類審査書類審査書類審査書類審査によりによりによりにより指定要件指定要件指定要件指定要件をををを満満満満たすものとたすものとたすものとたすものと判断判断判断判断されることされることされることされること。。。。    

                    ・・・・    北海道北海道北海道北海道等等等等にににに当該当該当該当該サービスのサービスのサービスのサービスの指定指定指定指定についてについてについてについて意見意見意見意見をををを求求求求めためためためた際際際際にににに、、、、異議異議異議異議がないことがないことがないことがないこと。。。。    

                ※※※※指定指定指定指定されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、申請者申請者申請者申請者あてにあてにあてにあてに指定指定指定指定をしたをしたをしたをした旨旨旨旨をををを通知通知通知通知しますしますしますします。。。。    

                        申請書申請書申請書申請書のののの提出提出提出提出（（（（申請書申請書申請書申請書がががが完備完備完備完備したしたしたした状態状態状態状態））））からからからから指定指定指定指定までのまでのまでのまでの期間期間期間期間はははは、、、、３３３３週間週間週間週間程度程度程度程度ですですですです。。。。    

（（（（6666））））    申請書及申請書及申請書及申請書及びびびび添付書類添付書類添付書類添付書類    

「「「「ⅢⅢⅢⅢ    申請申請申請申請手続手続手続手続ききききについてについてについてについて」」」」をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

様式様式様式様式がががが決決決決まっているものについてはまっているものについてはまっているものについてはまっているものについては、、、、帯広市帯広市帯広市帯広市ホームページホームページホームページホームページ掲載掲載掲載掲載様式様式様式様式をををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

２２２２    事前相談事前相談事前相談事前相談についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））    事前相談事前相談事前相談事前相談のののの意義等意義等意義等意義等    

市市市市要綱要綱要綱要綱でででで定定定定めるめるめるめる「「「「帯広市介護予防帯広市介護予防帯広市介護予防帯広市介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業のののの人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準」」」」等等等等をををを
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満満満満たしていないたしていないたしていないたしていない場合場合場合場合はははは、、、、指定指定指定指定をををを受受受受けることができませんけることができませんけることができませんけることができません。。。。事業所事業所事業所事業所整備整備整備整備やややや職員雇用等職員雇用等職員雇用等職員雇用等をををを行行行行ってしまったってしまったってしまったってしまった場合場合場合場合

はははは、、、、費用費用費用費用のののの問題問題問題問題がががが生生生生じることもありますじることもありますじることもありますじることもあります。。。。    

またまたまたまた事業所事業所事業所事業所整備着手前整備着手前整備着手前整備着手前にににに事前相談事前相談事前相談事前相談をしていないをしていないをしていないをしていない場合場合場合場合はははは、、、、開発行為又開発行為又開発行為又開発行為又はははは建建建建築築築築等等等等にににに関関関関するするするする証明書証明書証明書証明書のののの交付交付交付交付

をををを受受受受けられないなどけられないなどけられないなどけられないなど、、、、そのそのそのその他他他他のののの法令法令法令法令にににに関関関関わるわるわるわる事務手続事務手続事務手続事務手続きがきがきがきが滞滞滞滞るるるる可可可可能能能能性性性性がありますがありますがありますがあります。。。。事事事事業業業業のののの検討検討検討検討後後後後、、、、事業所事業所事業所事業所

整備等整備等整備等整備等をををを始始始始めるめるめるめる前前前前にににに、、、、必必必必ずずずず帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課のののの担担担担当者当者当者当者にににに事前相談事前相談事前相談事前相談をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。    

申請書類申請書類申請書類申請書類にににに不備不備不備不備があるがあるがあるがある場合等場合等場合等場合等についてもについてもについてもについても、、、、申請書申請書申請書申請書はははは受付受付受付受付けられませんけられませんけられませんけられません。。。。そのそのそのその結果予定結果予定結果予定結果予定していたしていたしていたしていた開設予開設予開設予開設予

定日定日定日定日がががが遅遅遅遅れることもれることもれることもれることも予予予予想想想想されますのでされますのでされますのでされますので、、、、事業所事業所事業所事業所整備整備整備整備をををを終終終終ええええ、、、、指定申請書等指定申請書等指定申請書等指定申請書等のののの書類書類書類書類をををを提出提出提出提出するするするする前前前前にもにもにもにも、、、、相談相談相談相談

することをすることをすることをすることをおおおお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。    

（（（（２２２２））））事業事業事業事業計画計画計画計画書書書書のののの作作作作成成成成    

事業事業事業事業をををを具体化具体化具体化具体化するためにはするためにはするためにはするためには、、、、ままままずずずず事業事業事業事業計画計画計画計画書書書書をををを作作作作成成成成しますしますしますします。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、運営方運営方運営方運営方針針針針、、、、開設予定地開設予定地開設予定地開設予定地、、、、事事事事

業所業所業所業所のののの設設設設計計計計、、、、人員人員人員人員配置配置配置配置、、、、事業事業事業事業にににに応応応応じたじたじたじた利利利利用料等用料等用料等用料等をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    

このこのこのこの際際際際、「、「、「、「帯広市介護予防帯広市介護予防帯広市介護予防帯広市介護予防・・・・日常生活支日常生活支日常生活支日常生活支援総合事業援総合事業援総合事業援総合事業のののの人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準」」」」等等等等をををを満満満満たしてたしてたしてたして

いるかいるかいるかいるか、、、、建建建建築築築築基準法基準法基準法基準法やややや労労労労働働働働基準法等基準法等基準法等基準法等にににに合合合合致致致致しているかをしているかをしているかをしているかを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

またまたまたまた利利利利用料用料用料用料についてはについてはについてはについては、、、、具体的具体的具体的具体的なななな収収収収支支支支予予予予算算算算書書書書をををを作作作作成成成成しししし、、、、現実的現実的現実的現実的なななな運営運営運営運営がががが可可可可能能能能かどうかかどうかかどうかかどうか検討検討検討検討をををを行行行行ってくってくってくってく

ださいださいださいださい。。。。    

（（（（３３３３））））近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民へへへへのののの説説説説明明明明    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者はははは、、、、地地地地域住民域住民域住民域住民等等等等とととと連連連連携携携携及及及及びびびび協力協力協力協力をををを行行行行うううう等等等等、、、、地地地地域域域域とのとのとのとの

交交交交流流流流をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、地地地地域住民域住民域住民域住民にににに、、、、そのそのそのその事業事業事業事業をををを理解理解理解理解してもらうしてもらうしてもらうしてもらう必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。                

そのそのそのその事業所事業所事業所事業所のののの運営方運営方運営方運営方針針針針等等等等についてについてについてについて、、、、工工工工事着手前事着手前事着手前事着手前にににに、、、、必必必必ずずずず、、、、自自自自治会治会治会治会等等等等をををを通通通通じてじてじてじて近隣近隣近隣近隣住民住民住民住民のののの方方方方々々々々のののの理解理解理解理解

をををを得得得得るようにしてくださいるようにしてくださいるようにしてくださいるようにしてください。。。。    

（（（（４４４４））））事前相談事前相談事前相談事前相談    

事業事業事業事業計画計画計画計画書書書書をををを作作作作成成成成しししし、、、、近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民へへへへのののの説説説説明明明明をををを終終終終ええええたらたらたらたら帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課のののの担担担担当当当当までごまでごまでごまでご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。そそそそ

のののの際際際際、、、、①①①①申請者申請者申請者申請者のののの概概概概要要要要がわかるものがわかるものがわかるものがわかるもの（（（（当該事業当該事業当該事業当該事業をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて法人法人法人法人等等等等のののの意意意意思思思思決定決定決定決定がわかるものがわかるものがわかるものがわかるもの）、）、）、）、②②②②事事事事

業業業業のののの計画計画計画計画書書書書、、、、③③③③事業所事業所事業所事業所のののの平面平面平面平面図図図図・・・・配置配置配置配置図図図図、、、、④④④④位位位位置置置置図図図図、、、、近隣近隣近隣近隣のののの集落集落集落集落をををを確認確認確認確認するためのするためのするためのするための都都都都市市市市図図図図等等等等をををを持持持持参参参参してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。    

事前相談事前相談事前相談事前相談はははは、、、、随随随随時時時時受受受受けけけけ付付付付けてけてけてけておおおおりますがりますがりますがりますが、、、、必必必必ずずずず電電電電話連話連話連話連絡絡絡絡したしたしたした上上上上でででで来庁来庁来庁来庁するようするようするようするようおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

３３３３    指定通知書及指定通知書及指定通知書及指定通知書及びびびび事業所番事業所番事業所番事業所番号号号号についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））指定通知書指定通知書指定通知書指定通知書    

申請申請申請申請にににに基基基基づづづづきききき審査審査審査審査をををを行行行行いいいい、、、、基準基準基準基準をををを満満満満たしているたしているたしているたしている場合場合場合場合はははは、、、、事業所事業所事業所事業所のののの指定指定指定指定をををを行行行行いますいますいますいます。。。。指定指定指定指定をををを行行行行ったとったとったとったときはきはきはきは、、、、

そのそのそのその申請者申請者申請者申請者にににに対対対対してしてしてして指定通知書指定通知書指定通知書指定通知書をををを送送送送付付付付しますしますしますします。。。。このこのこのこの書類書類書類書類はははは、、、、帯広帯広帯広帯広市市市市からからからから指定指定指定指定をををを受受受受けたけたけたけた事業所事業所事業所事業所であることをであることをであることをであることを

証証証証するものですするものですするものですするものです。。。。再発行再発行再発行再発行はしませんのではしませんのではしませんのではしませんので、、、、取取取取りりりり扱扱扱扱いにはいにはいにはいには注注注注意意意意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

（（（（２２２２））））事業所番事業所番事業所番事業所番号号号号    

事業所番事業所番事業所番事業所番号号号号はははは、、、、指定事業所指定事業所指定事業所指定事業所ごとにごとにごとにごとに、、、、北海道北海道北海道北海道からからからから付番付番付番付番されますされますされますされます。。。。帯広市帯広市帯広市帯広市がががが事業者事業者事業者事業者指定指定指定指定をををを決定決定決定決定したことをしたことをしたことをしたことを北北北北

海道海道海道海道にににに届届届届出出出出したしたしたした後後後後にににに発行発行発行発行されますのでごされますのでごされますのでごされますのでご留留留留意意意意くださいくださいくださいください。。。。    

            事業者番事業者番事業者番事業者番号号号号はははは国国国国保連保連保連保連へへへへのののの事業費請求等事業費請求等事業費請求等事業費請求等にににに使用使用使用使用するするするする重重重重要要要要なものになりますなものになりますなものになりますなものになります。。。。    



 5 

４４４４    事業者指定事業者指定事業者指定事業者指定までまでまでまでのののの流流流流れれれれ    

事業者指事業者指事業者指事業者指定定定定のののの流流流流れはれはれはれは、、、、次次次次のとのとのとのとおおおおりですりですりですりです。。。。    

    

サービスサービスサービスサービス事業者指定事業者指定事業者指定事業者指定のののの流流流流れれれれ（（（（通常通常通常通常））））    

    事業者事業者事業者事業者    帯広市帯広市帯広市帯広市（（（（介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課））））    北海道北海道北海道北海道    

                

※※※※    図図図図上上上上、「、「、「、「事業事業事業事業費費費費算算算算定定定定にににに係係係係るるるる体体体体制等制等制等制等にににに関関関関するするするする届出届出届出届出」」」」はははは、、、、事業所番事業所番事業所番事業所番号号号号付番後付番後付番後付番後のののの提出提出提出提出となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、

指定申請指定申請指定申請指定申請とととと同同同同時時時時にににに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。ななななおおおお、、、、届出日届出日届出日届出日はははは事業所事業所事業所事業所のののの指定日指定日指定日指定日となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

事前相談

～申請 

事前相談～協議等 

（都市計画法等に

係る協議等も別途

行う。） 

事前指導・現地踏 

査等 

指定申請指定申請指定申請指定申請    指定申請受理 事前届出 

必要に応じ、助言、 

勧告。 

事業者審査 

※ 場合によって 

は、北海道等から

の意見聴取を行

う。 

決定通知決定通知決定通知決定通知    
指定内容登録 

事業所番号付番 サービス提供開始 

事業費算定に係

る体制等に関す

る届出※ 

受理、北海道へ送付 請求内容登録 

事業者 

審査 

 

指 定 
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５５５５    関関関関連連連連手続手続手続手続きききき等等等等のののの問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先についてについてについてについて    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業者日常生活支援総合事業者日常生活支援総合事業者日常生活支援総合事業者のののの指定指定指定指定にににに関関関関連連連連したしたしたした手続手続手続手続きのきのきのきの問合問合問合問合せせせせ先先先先はははは、、、、以以以以下下下下のとのとのとのとおおおおりですりですりですりです。。。。    

ななななおおおお、、、、下記下記下記下記連連連連絡絡絡絡先先先先はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの組織改組織改組織改組織改正正正正等等等等にににに伴伴伴伴いいいい、、、、変更変更変更変更されることがありますされることがありますされることがありますされることがあります。。。。    

（（（（１１１１））））    老老老老人福人福人福人福祉祉祉祉法法法法にににに基基基基づづづづくくくく届出届出届出届出    

十勝十勝十勝十勝総合総合総合総合振興局振興局振興局振興局保健保健保健保健環境環境環境環境部保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉室室室室社会社会社会社会福祉課福祉課福祉課福祉課    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    0000111155555555----22227777----8888555518181818    

（（（（２２２２））））    生活保護法生活保護法生活保護法生活保護法にににに基基基基づづづづくくくく手続手続手続手続きききき    

帯広帯広帯広帯広市市市市保健福保健福保健福保健福祉祉祉祉部生活保護課部生活保護課部生活保護課部生活保護課    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    0000111155555555----65656565----4141414155553333    

（（（（３３３３））））    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業費費費費のののの請求請求請求請求・・・・受受受受理理理理についてについてについてについて    

北海道北海道北海道北海道国民国民国民国民健健健健康康康康保険保険保険保険団体団体団体団体連連連連合合合合会会会会総務部総務部総務部総務部介護保険介護保険介護保険介護保険課課課課    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    000011111111----231231231231----5555111166661111    

（（（（４４４４））））    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業以外以外以外以外のののの介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者のののの指定指定指定指定    

（（（（福祉福祉福祉福祉系系系系））））    

十勝十勝十勝十勝総合総合総合総合振興局振興局振興局振興局保健保健保健保健環境環境環境環境部保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉室室室室社会社会社会社会福福福福祉課祉課祉課祉課    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    0000111155555555----22227777----8888555518181818    

（（（（医療系医療系医療系医療系））））    

十勝十勝十勝十勝総合総合総合総合振興局振興局振興局振興局保健保健保健保健環境環境環境環境部保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉室室室室保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉企画企画企画企画課課課課    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    0000111155555555----22227777----8888666634343434    

（（（（地地地地域密域密域密域密着着着着型型型型））））    

帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課認定給付係認定給付係認定給付係認定給付係    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    0000111155555555----65656565----4141414155551111    
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ⅡⅡⅡⅡ事業者事業者事業者事業者登録登録登録登録のののの概要概要概要概要（（（（つながりサービスつながりサービスつながりサービスつながりサービス））））    

１１１１    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業（（（（つながりサービスつながりサービスつながりサービスつながりサービス））））事業者事業者事業者事業者登録登録登録登録についてについてについてについて    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者のののの登録登録登録登録はははは、、、、事業事業事業事業をををを行行行行うううう者者者者のののの申請申請申請申請によりによりによりにより行行行行いますいますいますいます。。。。    

（（（（１１１１））））    登録登録登録登録申請申請申請申請のののの受付受付受付受付    

電電電電話話話話でででで日日日日時時時時のののの予約予約予約予約をしたをしたをしたをした上上上上でででで、、、、対面方式対面方式対面方式対面方式でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

申請申請申請申請のののの受付受付受付受付時間時間時間時間はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日のののの午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５時時時時００００００００分分分分までですまでですまでですまでです。。。。    

※※※※登録登録登録登録申請申請申請申請にはにはにはには手数料手数料手数料手数料はかかりませんはかかりませんはかかりませんはかかりません。。。。    

（（（（２２２２））））    登録登録登録登録申請受付申請受付申請受付申請受付・・・・相談窓相談窓相談窓相談窓口口口口    

            〒〒〒〒０８００８００８００８０－－－－８６７０８６７０８６７０８６７０    

            帯広市西帯広市西帯広市西帯広市西５５５５条南条南条南条南７７７７丁目丁目丁目丁目１１１１番地番地番地番地    

            帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係    

            ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０１５５０１５５０１５５０１５５－－－－６５６５６５６５－－－－４１５１４１５１４１５１４１５１    

            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０１５５０１５５０１５５０１５５－－－－２３２３２３２３－－－－０１６３０１６３０１６３０１６３    

（（（（３３３３））））    受付時期受付時期受付時期受付時期    

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日によりによりによりにより随時受付開始随時受付開始随時受付開始随時受付開始    

※※※※事業開始予定日事業開始予定日事業開始予定日事業開始予定日の１かの１かの１かの１か月前月前月前月前までにまでにまでにまでに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

（（（（４４４４））））    登録登録登録登録申請書及申請書及申請書及申請書及びびびび添付書類添付書類添付書類添付書類    

「「「「ⅢⅢⅢⅢ    申請手続申請手続申請手続申請手続きについてきについてきについてきについて」」」」をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

登録登録登録登録申請申請申請申請書書書書についてはについてはについてはについては、、、、帯広市帯広市帯広市帯広市ホームページホームページホームページホームページ掲載様式掲載様式掲載様式掲載様式をををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

２２２２    事前相談事前相談事前相談事前相談についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））    事前相談事前相談事前相談事前相談のののの意義等意義等意義等意義等    

市要綱市要綱市要綱市要綱でででで定定定定めるめるめるめる「「「「帯広市介護予防帯広市介護予防帯広市介護予防帯広市介護予防・・・・日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業日常生活支援総合事業のののの人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準」」」」等等等等をををを

満満満満たしていないたしていないたしていないたしていない場合場合場合場合はははは、、、、登録登録登録登録をををを受受受受けることができませんけることができませんけることができませんけることができません。。。。    

またまたまたまた、、、、申請書類申請書類申請書類申請書類にににに不備不備不備不備があるがあるがあるがある場合等場合等場合等場合等についてもについてもについてもについても、、、、申請書申請書申請書申請書はははは受付受付受付受付けられませんけられませんけられませんけられません。。。。そのそのそのその結果予定結果予定結果予定結果予定していたしていたしていたしていた事事事事

業開始業開始業開始業開始予定日予定日予定日予定日がががが遅遅遅遅れることもれることもれることもれることも予予予予想想想想されますのでされますのでされますのでされますので、、、、登録登録登録登録申請書等申請書等申請書等申請書等のののの書類書類書類書類をををを提出提出提出提出するするするする前前前前にもにもにもにも、、、、相談相談相談相談することをすることをすることをすることを

おおおお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。    

（（（（２２２２））））    近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民へへへへのののの説説説説明明明明    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事日常生活支援総合事日常生活支援総合事日常生活支援総合事業業業業サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者はははは、、、、地地地地域住民域住民域住民域住民等等等等とととと連連連連携携携携及及及及びびびび協力協力協力協力をををを行行行行うううう等等等等、、、、地地地地域域域域とのとのとのとの

交交交交流流流流をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、地地地地域住民域住民域住民域住民にににに、、、、そのそのそのその事業事業事業事業をををを理解理解理解理解してもらうしてもらうしてもらうしてもらう必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。                

そのそのそのその事業所事業所事業所事業所のののの運営方運営方運営方運営方針針針針等等等等についてについてについてについて、、、、登録登録登録登録申請前申請前申請前申請前にににに、、、、必必必必ずずずず、、、、自自自自治会治会治会治会等等等等をををを通通通通じてじてじてじて近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民のののの方方方方々々々々のののの理解理解理解理解

をををを得得得得るようにしてくださいるようにしてくださいるようにしてくださいるようにしてください。。。。    
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３３３３    登録承登録承登録承登録承認認認認書書書書についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））事業者事業者事業者事業者登録承登録承登録承登録承認書認書認書認書    

申請申請申請申請にににに基基基基づづづづきききき、、、、基準基準基準基準をををを満満満満たしているたしているたしているたしている場合場合場合場合はははは、、、、事業所事業所事業所事業所のののの登録登録登録登録をををを行行行行いますいますいますいます。。。。登録登録登録登録をををを行行行行ったとったとったとったときはきはきはきは、、、、そのそのそのその申請申請申請申請

者者者者にににに対対対対してしてしてして事業者事業者事業者事業者登録承登録承登録承登録承認認認認書書書書をををを送送送送付付付付しますしますしますします。。。。このこのこのこの書類書類書類書類はははは、、、、帯広帯広帯広帯広市市市市からからからからをををを受受受受けたけたけたけた事業所事業所事業所事業所であることをであることをであることをであることを証証証証するするするする

ものですものですものですものです。。。。再発行再発行再発行再発行はしませんのではしませんのではしませんのではしませんので、、、、取取取取りりりり扱扱扱扱いにはいにはいにはいには注注注注意意意意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

４４４４    関関関関連連連連手続手続手続手続きききき等等等等のののの問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先についてについてについてについて    

本本本本手手手手引引引引きの６ページをきの６ページをきの６ページをきの６ページを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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ⅢⅢⅢⅢ    申請申請申請申請手続手続手続手続ききききについてについてについてについて    

１１１１    訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護・てだすけサービス・てだすけサービス・てだすけサービス・てだすけサービス    
申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類とととと記載内容記載内容記載内容記載内容    

    

①①①①    指定申請書指定申請書指定申請書指定申請書    

帯広帯広帯広帯広市市市市がががが定定定定めためためためた指定申請指定申請指定申請指定申請のののの共共共共通様式通様式通様式通様式ですですですです。「。「。「。「様式様式様式様式第第第第１１１１号号号号」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

②②②②    付付付付表表表表    

事業所事業所事業所事業所のののの指定指定指定指定にににに係係係係るるるる記載事項記載事項記載事項記載事項をををを記記記記入入入入しますしますしますします。。。。    

訪訪訪訪問介護問介護問介護問介護サービスはサービスはサービスはサービスは「「「「付付付付表表表表１１１１」、」、」、」、てだすけサービスてだすけサービスてだすけサービスてだすけサービスはははは「「「「付付付付表表表表２２２２」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

③③③③    添付書類添付書類添付書類添付書類    

「「「「訪訪訪訪問介護問介護問介護問介護・・・・てだすけてだすけてだすけてだすけサービスにサービスにサービスにサービスに係係係係るるるる別添別添別添別添    指定申請指定申請指定申請指定申請にかかるにかかるにかかるにかかる添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧」」」」をつけをつけをつけをつけ、、、、下記下記下記下記のののの「「「「添付書類一添付書類一添付書類一添付書類一

覧覧覧覧」」」」にににに記載記載記載記載されているされているされているされている要要要要領領領領でででで、、、、順順順順番番番番どどどどおおおおりにりにりにりに添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

＜＜＜＜添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧＞＞＞＞    

番番番番号号号号    添付書類添付書類添付書類添付書類    説説説説明明明明    

１１１１    申請者申請者申請者申請者のののの定定定定款款款款、、、、寄寄寄寄付行為付行為付行為付行為

等及等及等及等及びそのびそのびそのびその登登登登記事項証明記事項証明記事項証明記事項証明

書又書又書又書又はははは条条条条例例例例等等等等    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする旨旨旨旨がががが記載記載記載記載されているされているされているされている定定定定款款款款・・・・寄寄寄寄付行為及付行為及付行為及付行為及びそびそびそびそ

のののの登登登登記記記記簿簿簿簿謄本謄本謄本謄本    

・・・・条条条条例例例例にあってはにあってはにあってはにあっては公報公報公報公報のののの写写写写しししし    

２２２２    従従従従業者業者業者業者のののの勤勤勤勤務務務務体体体体制及制及制及制及びびびび勤勤勤勤    

務務務務形形形形態一覧態一覧態一覧態一覧表表表表    

    

訪訪訪訪問介護問介護問介護問介護サービスサービスサービスサービス    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－１１１１」」」」    

てだすけサービスてだすけサービスてだすけサービスてだすけサービス    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－２２２２」」」」    

    

・・・・管管管管理理理理者及者及者及者及びびびび従従従従業者業者業者業者全全全全員員員員のののの、、、、毎毎毎毎日日日日勤勤勤勤務務務務すすすすべべべべきききき時間時間時間時間数数数数（（（（４４４４週週週週間間間間分分分分））））をををを

記載記載記載記載。。。。    

・・・・職種職種職種職種のののの分類分類分類分類はははは、、、、次次次次のとのとのとのとおおおおりりりり。。。。    

    （（（（管理管理管理管理者者者者・・・・サービスサービスサービスサービス提提提提供責任供責任供責任供責任者者者者・・・・訪訪訪訪問介護員問介護員問介護員問介護員・その・その・その・その他他他他））））    

・・・・資格資格資格資格がががが必要必要必要必要なななな職種職種職種職種はははは、、、、資格資格資格資格証等証明証等証明証等証明証等証明できるもののできるもののできるもののできるものの写写写写しをしをしをしを、、、、氏氏氏氏名名名名がががが

記載記載記載記載されているされているされているされている順順順順にににに揃揃揃揃ええええてててて添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・就就就就業業業業規規規規則則則則（（（（就就就就業業業業規規規規則則則則がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、従従従従業員業員業員業員のののの勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間等等等等のののの定定定定めめめめ

がわかるものがわかるものがわかるものがわかるもの）。）。）。）。    

・その・その・その・その他他他他のののの注注注注意事項意事項意事項意事項はははは、「、「、「、「参考参考参考参考様式様式様式様式」」」」のののの備備備備考考考考をををを参照参照参照参照。。。。    

・・・・「「「「訪訪訪訪問介護問介護問介護問介護サービスサービスサービスサービス」」」」及及及及びびびび「「「「てだすけサービスてだすけサービスてだすけサービスてだすけサービス」」」」をををを同同同同一一一一のののの事業所事業所事業所事業所でででで

運営運営運営運営しししし、、、、従従従従業者業者業者業者がががが重複重複重複重複するするするする場合場合場合場合はははは事業所事業所事業所事業所のののの勤勤勤勤務務務務表表表表もももも添付添付添付添付。。。。    

３３３３    管管管管理理理理者者者者のののの経経経経歴歴歴歴    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式２２２２」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業のののの管管管管理理理理者者者者のののの住住住住所所所所・・・・氏氏氏氏名名名名・・・・電電電電話話話話番番番番号号号号、、、、生年生年生年生年月月月月日日日日、、、、主主主主なななな職職職職歴歴歴歴

等等等等。。。。    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに関関関関するするするする資格資格資格資格をををを有有有有するするするする場合場合場合場合はははは、、、、併併併併せてせてせてせて記載記載記載記載。。。。    

サービスサービスサービスサービス提提提提供責任供責任供責任供責任者者者者のののの    

経経経経歴歴歴歴    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式２２２２」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業ののののサービスサービスサービスサービス担担担担当当当当責任責任責任責任者者者者のののの住住住住所所所所・・・・氏氏氏氏名名名名・・・・電電電電話話話話番番番番号号号号、、、、生年生年生年生年

月月月月日日日日、、、、主主主主なななな職職職職歴歴歴歴等等等等。。。。    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに関関関関するするするする資格資格資格資格をををを有有有有するするするする場合場合場合場合はははは、、、、併併併併せてせてせてせて記載記載記載記載。。。。    

４４４４    事業所事業所事業所事業所のののの平面平面平面平面図図図図    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式３３３３」」」」    

・・・・AAAA４４４４版版版版またはまたはまたはまたはAAAA３３３３版版版版でででで、、、、事業所事業所事業所事業所のののの位位位位置置置置図図図図、、、、平面平面平面平面図図図図（（（（用用用用途途途途をををを明明明明示示示示したしたしたした

ものものものもの）、）、）、）、配置配置配置配置図図図図（（（（外外外外構含構含構含構含むむむむ）。）。）。）。    

・・・・事業所事業所事業所事業所のののの概観概観概観概観及及及及びびびび各室各室各室各室のののの様様様様子子子子がわかるがわかるがわかるがわかる写真写真写真写真。。。。    

５５５５    設備設備設備設備・・・・備備備備品品品品等等等等にににに係係係係るるるる一覧一覧一覧一覧表表表表    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式５５５５」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに使用使用使用使用するするするする備備備備品品品品等等等等をををを記載記載記載記載することすることすることすること。（。（。（。（１１１１件件件件２２２２万円万円万円万円以以以以上上上上がががが

目目目目安安安安））））    

・・・・送迎送迎送迎送迎をををを行行行行うううう車車車車のののの車検車検車検車検証証証証のののの写写写写しとしとしとしと写真写真写真写真（（（（ナンバナンバナンバナンバーがわかるものとーがわかるものとーがわかるものとーがわかるものと全全全全

景景景景。。。。ただしただしただしただし送迎送迎送迎送迎をををを行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合はははは不要不要不要不要））））    

６６６６    

    

運営運営運営運営規規規規程程程程    ・・・・下記下記下記下記のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに定定定定めることめることめることめること。。。。    

１１１１    事業事業事業事業のののの目目目目的的的的及及及及びびびび運営運営運営運営のののの方方方方針針針針    
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２２２２    従従従従業者業者業者業者のののの職種職種職種職種、、、、員数及員数及員数及員数及びびびび職務職務職務職務のののの内容内容内容内容    

３３３３    営業日及営業日及営業日及営業日及びびびび営業営業営業営業時間時間時間時間    

４４４４    サービスのサービスのサービスのサービスの内容及内容及内容及内容及びびびび利利利利用料用料用料用料そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの額額額額    

５５５５    通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施地地地地域域域域    

６６６６    緊急緊急緊急緊急時時時時ににににおおおおけるけるけるける対対対対応応応応方法等方法等方法等方法等    

７７７７    そのそのそのその他運営他運営他運営他運営にかかるにかかるにかかるにかかる重重重重要事項要事項要事項要事項    

・・・・訪訪訪訪問介護問介護問介護問介護・てだすけサービス・てだすけサービス・てだすけサービス・てだすけサービス計画計画計画計画のののの雛形雛形雛形雛形をををを添付添付添付添付    

・・・・重重重重要事項要事項要事項要事項説説説説明書明書明書明書のののの案案案案    

・・・・利利利利用料用料用料用料そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの額額額額はははは、、、、具体的具体的具体的具体的にににに定定定定めることめることめることめること。。。。    

・・・・通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施地地地地域域域域はははは、、、、帯広市内帯広市内帯広市内帯広市内をををを基基基基本本本本とするとするとするとする。。。。    

※※※※従従従従業者業者業者業者のののの員数員数員数員数についてはについてはについてはについては「「「「○○○○○○○○人人人人」」」」というというというという記載記載記載記載以外以外以外以外にににに、「、「、「、「○○○○○○○○人人人人

以以以以上上上上」」」」というというというという記載記載記載記載でもでもでもでも差差差差しししし支支支支ええええありませんありませんありませんありません。。。。    

７７７７    

    

利利利利用者用者用者用者からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情をををを処理処理処理処理

するためにするためにするためにするために講講講講ずずずずるるるる措置措置措置措置のののの

概概概概要要要要    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式７７７７」」」」    

・・・・下記下記下記下記のののの事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

１１１１    利利利利用者等用者等用者等用者等からのからのからのからの相談又相談又相談又相談又はははは苦情苦情苦情苦情等等等等にににに対対対対応応応応するするするする常設常設常設常設のののの窓窓窓窓口口口口（（（（連連連連絡絡絡絡

先先先先））））・・・・担担担担当者当者当者当者のののの設設設設置置置置    

２２２２    円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに苦情処理苦情処理苦情処理苦情処理をををを行行行行うためのうためのうためのうための処置体処置体処置体処置体制制制制・・・・手手手手順順順順    

３３３３    そのそのそのその他他他他参考参考参考参考事項事項事項事項    

８８８８    

    

当該申請当該申請当該申請当該申請にににに係係係係るるるる資産資産資産資産のののの状状状状

況況況況    

・・・・資産資産資産資産のののの目目目目録録録録（（（（直近直近直近直近のののの決決決決算算算算書書書書。。。。ないないないない場合場合場合場合はははは法人法人法人法人名名名名義義義義のののの預預預預金通金通金通金通帳帳帳帳のののの

写写写写しししし等等等等））））    

・・・・当該年度当該年度当該年度当該年度のののの事業事業事業事業計画計画計画計画書書書書    

・・・・複複複複数年分数年分数年分数年分のののの収収収収支支支支予予予予算算算算書書書書    

・・・・損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償発生発生発生発生時時時時にににに対対対対応応応応がががが可可可可能能能能であることがわかるであることがわかるであることがわかるであることがわかる書類書類書類書類（（（（損害損害損害損害保険保険保険保険

証書証書証書証書のののの写写写写しししし等等等等））））    

・・・・賃貸契賃貸契賃貸契賃貸契約書約書約書約書（（（（賃貸物賃貸物賃貸物賃貸物件件件件のののの場合場合場合場合ののののみみみみ））））    

９９９９    

    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援

総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの請求請求請求請求にににに関関関関すすすす

るるるる事項事項事項事項    

・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費算算算算定定定定にににに係係係係るるるる体体体体制等制等制等制等にににに関関関関するするするする

届出書届出書届出書届出書をををを使用使用使用使用。。。。    

※※※※様式様式様式様式「「「「別別別別紙紙紙紙１９１９１９１９、、、、別別別別紙紙紙紙１１１１－－－－４４４４」」」」参照参照参照参照    

10101010    

    

介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法第第第第１１５１１５１１５１１５条条条条の４５の４５の４５の４５

の５の５の５の５第第第第２２２２項項項項にににに該当該当該当該当しないことしないことしないことしないこと

をををを誓誓誓誓約約約約するするするする書面書面書面書面    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

11111111    

    

役役役役員員員員のののの氏氏氏氏名名名名等等等等    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※役役役役員員員員だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく管理管理管理管理者者者者もももも記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

12121212    暴力団暴力団暴力団暴力団等等等等のののの排除排除排除排除にににに係係係係るるるる誓誓誓誓

約書約書約書約書    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※    書類書類書類書類はははは特段特段特段特段のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして日日日日本工本工本工本工業業業業規格規格規格規格ＡＡＡＡ４４４４型型型型としますとしますとしますとします。。。。    

※※※※    添付添付添付添付するするするする写真写真写真写真はははは、、、、A4A4A4A4    のののの大大大大きさのきさのきさのきさの用用用用紙紙紙紙にににに貼貼貼貼りりりり付付付付けるかけるかけるかけるか、、、、又又又又はははは印刷印刷印刷印刷してしてしてして添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

※※※※    そのそのそのその他他他他、、、、資格資格資格資格をををを証明証明証明証明するするするする書面書面書面書面のののの写写写写しししし、、、、従従従従業者業者業者業者にににに係係係係るるるる雇用証明書等雇用証明書等雇用証明書等雇用証明書等をををを添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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２２２２    通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービス    

申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類とととと記載内容記載内容記載内容記載内容    

    

①①①①    指定申請書指定申請書指定申請書指定申請書    

帯広帯広帯広帯広市市市市がががが定定定定めめめめたたたた指定申請指定申請指定申請指定申請のののの共共共共通様式通様式通様式通様式ですですですです。「。「。「。「様式様式様式様式第第第第１１１１号号号号」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

②②②②    付付付付表表表表    

事業所事業所事業所事業所のののの指定指定指定指定にににに係係係係るるるる記載事項記載事項記載事項記載事項をををを記記記記入入入入しますしますしますします。。。。    

「「「「付付付付表表表表３３３３」、「」、「」、「」、「事業所所事業所所事業所所事業所所在在在在地地地地以外以外以外以外のののの場所場所場所場所でででで一部一部一部一部実施実施実施実施するするするする」」」」場合場合場合場合はははは「「「「付付付付表表表表３３３３－－－－２２２２」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

③③③③    添付書類添付書類添付書類添付書類    

「「「「通所介護通所介護通所介護通所介護・・・・ふふふふれあいれあいれあいれあいサービスサービスサービスサービスにににに係係係係るるるる別添別添別添別添    指定申請指定申請指定申請指定申請にかかるにかかるにかかるにかかる添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧」」」」をつけをつけをつけをつけ、、、、下記下記下記下記のののの「「「「添付書類一添付書類一添付書類一添付書類一

覧覧覧覧」」」」にににに記載記載記載記載されているされているされているされている要要要要領領領領でででで、、、、順順順順番番番番どどどどおおおおりにりにりにりに添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

＜＜＜＜添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧＞＞＞＞    

番番番番号号号号    添付書類添付書類添付書類添付書類    説説説説明明明明    

１１１１    申請者申請者申請者申請者のののの定定定定款款款款、、、、寄寄寄寄付行為付行為付行為付行為

等及等及等及等及びそのびそのびそのびその登登登登記事項証明記事項証明記事項証明記事項証明

書又書又書又書又はははは条条条条例例例例等等等等    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする旨旨旨旨がががが記載記載記載記載されされされされているているているている定定定定款款款款・・・・寄寄寄寄付行為及付行為及付行為及付行為及びそびそびそびそ

のののの登登登登記記記記簿簿簿簿謄本謄本謄本謄本    

・・・・条条条条例例例例にあってはにあってはにあってはにあっては公報公報公報公報のののの写写写写しししし    

２２２２    従従従従業者業者業者業者のののの勤勤勤勤務務務務体体体体制及制及制及制及びびびび勤勤勤勤    

務務務務形形形形態一覧態一覧態一覧態一覧表表表表    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－3333」」」」    

・・・・管管管管理理理理者及者及者及者及びびびび従従従従業者業者業者業者全全全全員員員員のののの、、、、毎毎毎毎日日日日勤勤勤勤務務務務すすすすべべべべきききき時間時間時間時間数数数数（（（（４４４４週週週週間間間間分分分分））））をををを

記載記載記載記載。。。。    

・・・・職種職種職種職種のののの分類分類分類分類はははは、、、、次次次次のとのとのとのとおおおおりりりり。。。。    

    （（（（管理管理管理管理者者者者・・・・生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員・・・・看看看看護職員護職員護職員護職員・・・・介護職員介護職員介護職員介護職員・・・・機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練指指指指導導導導員員員員・そ・そ・そ・そ

のののの他他他他））））    

・・・・従従従従業者業者業者業者はははは単単単単位位位位ごとにまとめてごとにまとめてごとにまとめてごとにまとめて記載記載記載記載。。。。    

・・・・資格資格資格資格がががが必要必要必要必要なななな職種職種職種職種はははは、、、、資格資格資格資格証等証明証等証明証等証明証等証明できるもののできるもののできるもののできるものの写写写写しをしをしをしを、、、、氏氏氏氏名名名名がががが

記載記載記載記載されているされているされているされている順順順順にににに揃揃揃揃ええええてててて添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・就就就就業業業業規規規規則則則則（（（（就就就就業業業業規規規規則則則則がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、従従従従業員業員業員業員のののの勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間等等等等のののの定定定定めめめめ

がわかるものがわかるものがわかるものがわかるもの）。）。）。）。    

・その・その・その・その他他他他のののの注注注注意事項意事項意事項意事項はははは、「、「、「、「参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－3333」」」」のののの備備備備考考考考をををを参照参照参照参照。。。。    

３３３３    管管管管理理理理者者者者のののの経経経経歴歴歴歴    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式２２２２」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業のののの管管管管理理理理者者者者のののの住住住住所所所所・・・・氏氏氏氏名名名名・・・・電電電電話話話話番番番番号号号号、、、、生年生年生年生年月月月月日日日日、、、、主主主主なななな職職職職歴歴歴歴

等等等等。。。。    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに関関関関するするするする資格資格資格資格をををを有有有有するするするする場合場合場合場合はははは、、、、併併併併せてせてせてせて記載記載記載記載。。。。    

４４４４    事業所事業所事業所事業所のののの平面平面平面平面図図図図    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式３３３３・４・４・４・４」」」」    

・・・・AAAA４４４４版版版版またはまたはまたはまたはAAAA３３３３版版版版でででで、、、、事業所事業所事業所事業所のののの位位位位置置置置図図図図、、、、平面平面平面平面図図図図（（（（用用用用途途途途・・・・面面面面積積積積をををを明明明明

示示示示したものしたものしたものしたもの）、）、）、）、配置配置配置配置図図図図（（（（外外外外構含構含構含構含むむむむ）。）。）。）。    

・・・・事業所事業所事業所事業所のののの概観概観概観概観及及及及びびびび各室各室各室各室のののの様様様様子子子子がわかるがわかるがわかるがわかる写真写真写真写真。。。。    

５５５５    設備設備設備設備・・・・備備備備品品品品等等等等にににに係係係係るるるる一覧一覧一覧一覧表表表表    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式５５５５」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに使用使用使用使用するするするする備備備備品品品品等等等等をををを記載記載記載記載するこするこするこすることととと。（。（。（。（１１１１件件件件２２２２万円万円万円万円以以以以上上上上がががが

目目目目安安安安））））    

・・・・送迎送迎送迎送迎をををを行行行行うううう車車車車のののの車検車検車検車検証証証証のののの写写写写しとしとしとしと写真写真写真写真（（（（ナンバナンバナンバナンバーがわかるものとーがわかるものとーがわかるものとーがわかるものと全全全全

景景景景。。。。ただしただしただしただし送迎送迎送迎送迎をををを行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合はははは不要不要不要不要））））    

６６６６    

    

運営運営運営運営規規規規程程程程    ・・・・下記下記下記下記のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに定定定定めることめることめることめること。。。。    

１１１１    事業事業事業事業のののの目目目目的的的的及及及及びびびび運営運営運営運営のののの方方方方針針針針    

２２２２    従従従従業者業者業者業者のののの職種職種職種職種、、、、員数及員数及員数及員数及びびびび職務職務職務職務のののの内容内容内容内容    

３３３３    営業日及営業日及営業日及営業日及びびびび営業営業営業営業時間時間時間時間    

４４４４    通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービスのののの利利利利用定員用定員用定員用定員    

５５５５    通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービスのののの内容及内容及内容及内容及びびびび利利利利用料用料用料用料そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの額額額額    
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６６６６    通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施地地地地域域域域    

７７７７    サービスのサービスのサービスのサービスの利利利利用用用用にににに当当当当たってのたってのたってのたっての留留留留意事項意事項意事項意事項    

８８８８    緊急緊急緊急緊急時時時時ににににおおおおけるけるけるける対対対対応応応応方法等方法等方法等方法等    

９９９９    非非非非常常常常災害災害災害災害対対対対策策策策    

１０１０１０１０    そのそのそのその他運営他運営他運営他運営にかかるにかかるにかかるにかかる重重重重要事要事要事要事項項項項    

・・・・通所介護通所介護通所介護通所介護サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画のののの雛形雛形雛形雛形をををを添付添付添付添付    

・・・・重重重重要事項要事項要事項要事項説説説説明書明書明書明書のののの案案案案    

・・・・利利利利用料用料用料用料そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの額額額額はははは、、、、具体的具体的具体的具体的にににに定定定定めることめることめることめること。。。。    

・・・・通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施地地地地域域域域はははは、、、、帯広市内帯広市内帯広市内帯広市内をををを基基基基本本本本とするとするとするとする。。。。    

※※※※従従従従業者業者業者業者のののの員数員数員数員数についてはについてはについてはについては「「「「○○○○○○○○人人人人」」」」というというというという記載記載記載記載以外以外以外以外にににに、「、「、「、「○○○○○○○○人人人人

以以以以上上上上」」」」というというというという記載記載記載記載でもでもでもでも差差差差しししし支支支支ええええありませんありませんありませんありません。。。。    

７７７７    

    

利利利利用者用者用者用者からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情をををを処理処理処理処理

するためにするためにするためにするために講講講講ずずずずるるるる措置措置措置措置のののの

概概概概要要要要    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式７７７７」」」」    

・・・・下記下記下記下記のののの事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

１１１１    利利利利用者等用者等用者等用者等からのからのからのからの相談又相談又相談又相談又はははは苦情苦情苦情苦情等等等等にににに対対対対応応応応するするするする常設常設常設常設のののの窓窓窓窓口口口口（（（（連連連連絡絡絡絡

先先先先））））・・・・担担担担当者当者当者当者のののの設設設設置置置置    

２２２２    円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに苦情処理苦情処理苦情処理苦情処理をををを行行行行うためのうためのうためのうための処置体処置体処置体処置体制制制制・・・・手手手手順順順順    

３３３３    そのそのそのその他他他他参考参考参考参考事項事項事項事項    

８８８８    サービスサービスサービスサービス提提提提供実施単位供実施単位供実施単位供実施単位一一一一

覧覧覧覧表表表表    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式８８８８」」」」    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式８８８８」」」」のののの備備備備考考考考をををを参照参照参照参照。。。。    

９９９９    

    

当該申請当該申請当該申請当該申請にににに係係係係るるるる資産資産資産資産のののの状状状状

況況況況    

・・・・資産資産資産資産のののの目目目目録録録録（（（（直近直近直近直近のののの決決決決算算算算書書書書。。。。ないないないない場合場合場合場合はははは法人法人法人法人名名名名義義義義のののの預預預預金通金通金通金通帳帳帳帳のののの

写写写写しししし等等等等））））    

・・・・当該年度当該年度当該年度当該年度のののの事業事業事業事業計画計画計画計画書書書書    

・・・・複複複複数年分数年分数年分数年分のののの収収収収支支支支予予予予算算算算書書書書    

・・・・損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償発生発生発生発生時時時時にににに対対対対応応応応がががが可可可可能能能能であることがわかるであることがわかるであることがわかるであることがわかる書類書類書類書類（（（（損害損害損害損害保険保険保険保険

証書証書証書証書のののの写写写写しししし等等等等））））    

・・・・賃貸契賃貸契賃貸契賃貸契約書約書約書約書（（（（賃貸物賃貸物賃貸物賃貸物件件件件のののの場合場合場合場合ののののみみみみ））））    

10101010    

    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援

総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの請求請求請求請求にににに関関関関すすすす

るるるる事項事項事項事項    

・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費算算算算定定定定にににに係係係係るるるる体体体体制等制等制等制等にににに関関関関するするするする

届出書届出書届出書届出書をををを使用使用使用使用。。。。    

※※※※様式様式様式様式「「「「別別別別紙紙紙紙１９１９１９１９、、、、別別別別紙紙紙紙１１１１－－－－４４４４、、、、別別別別紙紙紙紙２２２２２２２２」」」」参照参照参照参照    

11111111    

    

介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法第第第第１１５１１５１１５１１５条条条条の４５の４５の４５の４５

の５の５の５の５第第第第２２２２項項項項にににに該当該当該当該当しないことしないことしないことしないこと

をををを誓誓誓誓約約約約するするするする書面書面書面書面    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

1111２２２２    

    

役役役役員員員員のののの氏氏氏氏名名名名等等等等    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※役役役役員員員員だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく管理管理管理管理者者者者もももも記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

13131313    暴力団暴力団暴力団暴力団等等等等のののの排除排除排除排除にににに係係係係るるるる誓誓誓誓

約書約書約書約書    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※    書類書類書類書類はははは特段特段特段特段のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして日日日日本工本工本工本工業業業業規格規格規格規格ＡＡＡＡ４４４４型型型型としますとしますとしますとします。。。。    

※※※※    添付添付添付添付するするするする写真写真写真写真はははは、、、、A4A4A4A4    のののの大大大大きさのきさのきさのきさの用用用用紙紙紙紙にににに貼貼貼貼りりりり付付付付けるかけるかけるかけるか、、、、又又又又はははは印刷印刷印刷印刷してしてしてして添付添付添付添付してくしてくしてくしてくださいださいださいださい。。。。    

※※※※    そのそのそのその他他他他、、、、資格資格資格資格をををを証明証明証明証明するするするする書面書面書面書面のののの写写写写しししし、、、、従従従従業者業者業者業者にににに係係係係るるるる雇用証明書等雇用証明書等雇用証明書等雇用証明書等をををを添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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３３３３    ふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービスふれあいサービス    

申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類とととと記載内容記載内容記載内容記載内容    

    

①①①①    指定申請書指定申請書指定申請書指定申請書    

帯広帯広帯広帯広市市市市がががが定定定定めためためためた指定申請指定申請指定申請指定申請のののの共共共共通様式通様式通様式通様式ですですですです。「。「。「。「様式様式様式様式第第第第１１１１号号号号」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

②②②②    付付付付表表表表    

事業所事業所事業所事業所のののの指定指定指定指定にににに係係係係るるるる記載事項記載事項記載事項記載事項をををを記記記記入入入入しますしますしますします。。。。    

「「「「付付付付表表表表４４４４」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

③③③③    添付書類添付書類添付書類添付書類    

「「「「通所介護通所介護通所介護通所介護・・・・ふふふふれあいサービスにれあいサービスにれあいサービスにれあいサービスに係係係係るるるる別添別添別添別添    指定申請指定申請指定申請指定申請にかかるにかかるにかかるにかかる添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧」」」」をつけをつけをつけをつけ、、、、下記下記下記下記のののの「「「「添付書類一添付書類一添付書類一添付書類一

覧覧覧覧」」」」にににに記載記載記載記載されているされているされているされている要要要要領領領領でででで、、、、順順順順番番番番どどどどおおおおりにりにりにりに添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

＜＜＜＜添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧＞＞＞＞    

番番番番号号号号    添付書添付書添付書添付書類類類類    説説説説明明明明    

１１１１    申請者申請者申請者申請者のののの定定定定款款款款、、、、寄寄寄寄付行為付行為付行為付行為

等及等及等及等及びそのびそのびそのびその登登登登記事項証明記事項証明記事項証明記事項証明

書又書又書又書又はははは条条条条例例例例等等等等    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする旨旨旨旨がががが記載記載記載記載されているされているされているされている定定定定款款款款・・・・寄寄寄寄付行為及付行為及付行為及付行為及びそびそびそびそ

のののの登登登登記記記記簿簿簿簿謄本謄本謄本謄本    

・・・・条条条条例例例例にあってはにあってはにあってはにあっては公報公報公報公報のののの写写写写しししし    

２２２２    従従従従業者業者業者業者のののの勤勤勤勤務務務務体体体体制及制及制及制及びびびび勤勤勤勤    

務務務務形形形形態一覧態一覧態一覧態一覧表表表表    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－４４４４」」」」    

・・・・管管管管理理理理者及者及者及者及びびびび従従従従業者業者業者業者全全全全員員員員のののの、、、、毎毎毎毎日日日日勤勤勤勤務務務務すすすすべべべべきききき時間時間時間時間数数数数（（（（４４４４週週週週間間間間分分分分））））をををを

記載記載記載記載。。。。    

・・・・職種職種職種職種のののの分類分類分類分類はははは、、、、次次次次のとのとのとのとおおおおりりりり。。。。    

    （（（（管理管理管理管理者者者者・・・・機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練指指指指導導導導員員員員････介護職員介護職員介護職員介護職員・その・その・その・その他他他他））））    

・・・・従従従従業者業者業者業者はははは単単単単位位位位ごとにまとめてごとにまとめてごとにまとめてごとにまとめて記載記載記載記載。。。。    

・・・・資格資格資格資格がががが必要必要必要必要なななな職種職種職種職種はははは、、、、資格資格資格資格証等証明証等証明証等証明証等証明できるもののできるもののできるもののできるものの写写写写しをしをしをしを、、、、氏氏氏氏名名名名がががが

記載記載記載記載されているされているされているされている順順順順にににに揃揃揃揃ええええてててて添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・就就就就業業業業規規規規則則則則（（（（就就就就業業業業規規規規則則則則がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、従従従従業員業員業員業員のののの勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間等等等等のののの定定定定めめめめ

がわかるものがわかるものがわかるものがわかるもの）。）。）。）。    

・その・その・その・その他他他他のののの注注注注意事項意事項意事項意事項はははは、「、「、「、「参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－4444」」」」のののの備備備備考考考考をををを参照参照参照参照。。。。    

３３３３    管管管管理理理理者者者者のののの経経経経歴歴歴歴    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式２２２２」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業のののの管管管管理理理理者者者者のののの住住住住所所所所・・・・氏氏氏氏名名名名・・・・電電電電話話話話番番番番号号号号、、、、生年生年生年生年月月月月日日日日、、、、主主主主なななな職職職職歴歴歴歴

等等等等。。。。    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに関関関関するするするする資格資格資格資格をををを有有有有するするするする場合場合場合場合はははは、、、、併併併併せてせてせてせて記載記載記載記載。。。。    

４４４４    事業所事業所事業所事業所のののの平面平面平面平面図図図図    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式３・４３・４３・４３・４」」」」    

・・・・AAAA４４４４版版版版またはまたはまたはまたはAAAA３３３３版版版版でででで、、、、事業所事業所事業所事業所のののの位位位位置置置置図図図図、、、、平面平面平面平面図図図図（（（（用用用用途途途途・・・・面面面面積積積積をををを明明明明

示示示示したものしたものしたものしたもの）、）、）、）、配置配置配置配置図図図図（（（（外外外外構含構含構含構含むむむむ）。）。）。）。    

・・・・事業所事業所事業所事業所のののの概観概観概観概観及及及及びびびび各室各室各室各室のののの様様様様子子子子がわかるがわかるがわかるがわかる写真写真写真写真。。。。    

５５５５    設備設備設備設備・・・・備備備備品品品品等等等等にににに係係係係るるるる一覧一覧一覧一覧表表表表    

    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式５５５５」」」」    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業にににに使用使用使用使用するするするする備備備備品品品品等等等等をををを記載記載記載記載することすることすることすること。（。（。（。（１１１１件件件件２２２２万円万円万円万円以以以以上上上上がががが

目目目目安安安安））））    

    

６６６６    

    

運営運営運営運営規規規規程程程程    ・・・・下記下記下記下記のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに定定定定めることめることめることめること。。。。    

１１１１    事業事業事業事業のののの目目目目的的的的及及及及びびびび運営運営運営運営のののの方方方方針針針針    

２２２２    従従従従業者業者業者業者のののの職種職種職種職種、、、、員数及員数及員数及員数及びびびび職務職務職務職務のののの内容内容内容内容    

３３３３    営業日及営業日及営業日及営業日及びびびび営業営業営業営業時間時間時間時間    

４４４４    ふふふふれあいサービスのれあいサービスのれあいサービスのれあいサービスの利利利利用定員用定員用定員用定員    

５５５５    ふふふふれあいサービスのれあいサービスのれあいサービスのれあいサービスの内容及内容及内容及内容及びびびび利利利利用料用料用料用料そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの額額額額    

６６６６    通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施地地地地域域域域    

７７７７    サービスのサービスのサービスのサービスの利利利利用用用用にににに当当当当たってのたってのたってのたっての留留留留意事項意事項意事項意事項    
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８８８８    緊急緊急緊急緊急時時時時ににににおおおおけるけるけるける対対対対応応応応方法等方法等方法等方法等    

９９９９    非非非非常常常常災害災害災害災害対対対対策策策策    

１０１０１０１０    そのそのそのその他運営他運営他運営他運営にかかるにかかるにかかるにかかる重重重重要事項要事項要事項要事項    

・・・・ふふふふれあいサービスれあいサービスれあいサービスれあいサービス計計計計画画画画のののの雛形雛形雛形雛形をををを添付添付添付添付    

・・・・重重重重要事項要事項要事項要事項説説説説明書明書明書明書のののの案案案案    

・・・・利利利利用料用料用料用料そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のののの額額額額はははは、、、、具体的具体的具体的具体的にににに定定定定めることめることめることめること。。。。    

・・・・通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施実施実施実施地地地地域域域域はははは、、、、帯広市内帯広市内帯広市内帯広市内をををを基基基基本本本本とするとするとするとする。。。。    

※※※※従従従従業者業者業者業者のののの員数員数員数員数についてはについてはについてはについては「「「「○○○○○○○○人人人人」」」」というというというという記載記載記載記載以外以外以外以外にににに、「、「、「、「○○○○○○○○人人人人

以以以以上上上上」」」」というというというという記載記載記載記載でもでもでもでも差差差差しししし支支支支ええええありませんありませんありませんありません。。。。    

７７７７    

    

利利利利用者用者用者用者からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情をををを処理処理処理処理

するためにするためにするためにするために講講講講ずずずずるるるる措置措置措置措置のののの

概概概概要要要要    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式７７７７」」」」    

・・・・下記下記下記下記のののの事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にににに記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

１１１１    利利利利用者等用者等用者等用者等からのからのからのからの相談又相談又相談又相談又はははは苦情苦情苦情苦情等等等等にににに対対対対応応応応するするするする常設常設常設常設のののの窓窓窓窓口口口口（（（（連連連連絡絡絡絡

先先先先））））・・・・担担担担当者当者当者当者のののの設設設設置置置置    

２２２２    円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに苦情処理苦情処理苦情処理苦情処理をををを行行行行うためのうためのうためのうための処置体処置体処置体処置体制制制制・・・・手手手手順順順順    

３３３３    そのそのそのその他他他他参考参考参考参考事項事項事項事項    

８８８８    サービスサービスサービスサービス提提提提供実施単位供実施単位供実施単位供実施単位一一一一

覧覧覧覧表表表表    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式８８８８」」」」    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式８８８８」」」」のののの備備備備考考考考をををを参照参照参照参照。。。。    

９９９９    

    

当該申請当該申請当該申請当該申請にににに係係係係るるるる資産資産資産資産のののの状状状状

況況況況    

・・・・資産資産資産資産のののの目目目目録録録録（（（（直近直近直近直近のののの決決決決算算算算書書書書。。。。ないないないない場合場合場合場合はははは法人法人法人法人名名名名義義義義のののの預預預預金通金通金通金通帳帳帳帳のののの

写写写写しししし等等等等））））    

・・・・当該年度当該年度当該年度当該年度のののの事業事業事業事業計画計画計画計画書書書書    

・・・・複複複複数年分数年分数年分数年分のののの収収収収支支支支予予予予算算算算書書書書    

・・・・損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償発生発生発生発生時時時時にににに対対対対応応応応がががが可可可可能能能能であることがわかるであることがわかるであることがわかるであることがわかる書類書類書類書類（（（（損害損害損害損害保険保険保険保険

証書証書証書証書のののの写写写写しししし等等等等））））    

・・・・賃貸契賃貸契賃貸契賃貸契約書約書約書約書（（（（賃貸物賃貸物賃貸物賃貸物件件件件のののの場合場合場合場合ののののみみみみ））））    

10101010    

    

介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援

総合事業費総合事業費総合事業費総合事業費のののの請求請求請求請求にににに関関関関すすすす

るるるる事項事項事項事項    

・・・・介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費日常生活支援総合事業費算算算算定定定定にににに係係係係るるるる体体体体制等制等制等制等にににに関関関関するするするする

届出書届出書届出書届出書をををを使用使用使用使用。。。。    

※※※※様式様式様式様式「「「「別別別別紙紙紙紙１９１９１９１９、、、、別別別別紙紙紙紙１１１１－－－－４４４４」」」」参照参照参照参照    

11111111    

    

介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法第第第第１１５１１５１１５１１５条条条条の４５の４５の４５の４５

の５の５の５の５第第第第２２２２項項項項にににに該当該当該当該当しないことしないことしないことしないこと

をををを誓誓誓誓約約約約するするするする書面書面書面書面    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

1111２２２２    

    

役役役役員員員員のののの氏氏氏氏名名名名等等等等    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※役役役役員員員員だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく管理管理管理管理者者者者もももも記載記載記載記載することすることすることすること。。。。    

13131313    暴力団暴力団暴力団暴力団等等等等のののの排除排除排除排除にににに係係係係るるるる誓誓誓誓

約書約書約書約書    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※    書類書類書類書類はははは特段特段特段特段のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして日日日日本工本工本工本工業業業業規格規格規格規格ＡＡＡＡ４４４４型型型型としますとしますとしますとします。。。。    

※※※※    添付添付添付添付するするするする写真写真写真写真はははは、、、、A4A4A4A4    のののの大大大大きさのきさのきさのきさの用用用用紙紙紙紙にににに貼貼貼貼りりりり付付付付けるかけるかけるかけるか、、、、又又又又はははは印刷印刷印刷印刷してしてしてして添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

※※※※    そのそのそのその他他他他、、、、資格資格資格資格をををを証明証明証明証明すすすするるるる書面書面書面書面のののの写写写写しししし、、、、従従従従業者業者業者業者にににに係係係係るるるる雇用証明書等雇用証明書等雇用証明書等雇用証明書等をををを添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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４４４４    つながりサービスつながりサービスつながりサービスつながりサービス    

申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類とととと記載内容記載内容記載内容記載内容    

    

①①①①帯広市帯広市帯広市帯広市つながりサービスつながりサービスつながりサービスつながりサービス事業者事業者事業者事業者登録登録登録登録申請書申請書申請書申請書    

帯広帯広帯広帯広市市市市がががが定定定定めためためためた登録登録登録登録申請様式申請様式申請様式申請様式ですですですです。「。「。「。「様式様式様式様式第第第第１１１１号号号号」」」」をををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。    

②②②②    添付書類添付書類添付書類添付書類    

下記下記下記下記のののの「「「「添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧」」」」にににに記載記載記載記載されているされているされているされている要要要要領領領領でででで、、、、順順順順番番番番どどどどおおおおりにりにりにりに添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

＜＜＜＜添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧添付書類一覧＞＞＞＞    

番番番番号号号号    添付書類添付書類添付書類添付書類    説説説説明明明明    

１１１１    運営運営運営運営規規規規程程程程（（（（会会会会則則則則））））等等等等    

    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする旨旨旨旨がががが記載記載記載記載されているされているされているされている規規規規程程程程（（（（会会会会則則則則））））等等等等    

２２２２    役役役役員員員員（（（（会会会会員員員員））））名簿名簿名簿名簿    ・・・・役役役役員員員員だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく事業事業事業事業にににに従従従従事事事事するするするする会会会会員員員員もももも記載記載記載記載するするするすることことことこと。。。。    

    

３３３３    衛衛衛衛生生生生管理管理管理管理対対対対策策策策    

    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする上上上上でででで規規規規定定定定されるされるされるされるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等    

４４４４    個個個個人人人人情報情報情報情報対対対対策措置策措置策措置策措置    

    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする上上上上でででで規規規規定定定定されるされるされるされるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等    

５５５５    事事事事故故故故発生時発生時発生時発生時のののの対対対対応策応策応策応策    

    

・・・・当該事業当該事業当該事業当該事業をををを実施実施実施実施するするするする上上上上でででで規規規規定定定定されるされるされるされるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等    

６６６６    

    

賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任保険保険保険保険加入加入加入加入状状状状況況況況    ・・・・損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償発生発生発生発生時時時時にににに対対対対応応応応がががが可可可可能能能能であることがわかるであることがわかるであることがわかるであることがわかる書類書類書類書類（（（（損害損害損害損害保険保険保険保険

証書証書証書証書のののの写写写写しししし等等等等））））    

７７７７    暴力団暴力団暴力団暴力団等等等等のののの排除排除排除排除にににに係係係係るるるる誓誓誓誓

約書約書約書約書    

「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」    

・・・・「「「「参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－７７７７」」」」をををを参照参照参照参照。。。。    

※※※※    書類書類書類書類はははは特段特段特段特段のののの定定定定めがないめがないめがないめがない限限限限りりりり、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして日日日日本工本工本工本工業業業業規格規格規格規格ＡＡＡＡ４４４４型型型型としますとしますとしますとします。。。。    
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ⅣⅣⅣⅣ    介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・日日日日常生活支援総合事業事業者常生活支援総合事業事業者常生活支援総合事業事業者常生活支援総合事業事業者のののの指定更新申請指定更新申請指定更新申請指定更新申請についてについてについてについて    

１１１１    指定更新制度指定更新制度指定更新制度指定更新制度についてについてについてについて    

(1)(1)(1)(1)    概概概概要要要要    

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年４４４４月月月月施施施施行行行行のののの介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法のののの改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの質質質質のののの確保確保確保確保・・・・向向向向上上上上をををを目目目目的的的的としたとしたとしたとした指定指定指定指定のののの更新制更新制更新制更新制

がががが導入導入導入導入されされされされ、、、、介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者（（（（一部一部一部一部をををを除除除除くくくく））））はははは、、、、６６６６年年年年ごとにごとにごとにごとに指定指定指定指定のののの更新更新更新更新をををを受受受受けなけれけなけれけなけれけなければばばば、、、、有効有効有効有効期間満期間満期間満期間満

了了了了によりによりによりにより指定指定指定指定のののの効力効力効力効力をををを失失失失うことになりうことになりうことになりうことになり、、、、介護介護介護介護報酬報酬報酬報酬のののの請求請求請求請求をすることができなくなりますをすることができなくなりますをすることができなくなりますをすることができなくなります。。。。    

指定指定指定指定のののの更新更新更新更新をををを受受受受けるためにはけるためにはけるためにはけるためには、、、、指定更新申請指定更新申請指定更新申請指定更新申請をををを行行行行うううう必要必要必要必要がありますががありますががありますががありますが、、、、人員人員人員人員・・・・設備設備設備設備・・・・運営運営運営運営などのなどのなどのなどの指定基指定基指定基指定基

準準準準をををを満満満満たしていないたしていないたしていないたしていない場合場合場合場合やややや、、、、申請法人申請法人申請法人申請法人やそのやそのやそのやその役役役役員等員等員等員等がががが過去過去過去過去にににに指定指定指定指定取取取取消消消消処処処処分分分分をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合などなどなどなど、、、、法法法法律律律律上上上上

のののの欠欠欠欠格格格格事事事事由由由由にににに該当該当該当該当するときはするときはするときはするときは、、、、指定更新指定更新指定更新指定更新をををを受受受受けることができませんけることができませんけることができませんけることができません。。。。    

 

(2)(2)(2)(2)    指定指定指定指定のののの有効有効有効有効期間期間期間期間についてについてについてについて    

指定指定指定指定のののの有効有効有効有効期間期間期間期間はははは、、、、原則原則原則原則、、、、指定日指定日指定日指定日から６から６から６から６年年年年としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

ただしただしただしただし、、、、介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法ににににおおおおけるけるけるける指定指定指定指定訪訪訪訪問介護問介護問介護問介護、、、、指定通所介護指定通所介護指定通所介護指定通所介護おおおおよびよびよびよび指定地指定地指定地指定地域密域密域密域密着着着着型型型型通所介護通所介護通所介護通所介護のののの事業事業事業事業をををを

一一一一体的体的体的体的にににに実施実施実施実施ししししているているているている場合場合場合場合はははは、、、、指定指定指定指定有効有効有効有効期間満期間満期間満期間満了了了了日日日日をををを同同同同一一一一ととととするするするする取扱取扱取扱取扱いをいをいをいをしていますしていますしていますしています。。。。    

    

(3)(3)(3)(3)    指定指定指定指定（（（（更新更新更新更新））））ににににおおおおけるけるけるける欠欠欠欠格格格格事事事事由由由由についてについてについてについて    

事業所事業所事業所事業所ににににおおおおいていていていて、、、、人員人員人員人員欠如欠如欠如欠如などなどなどなど指定基準指定基準指定基準指定基準がががが満満満満たされていないたされていないたされていないたされていない場合場合場合場合やややや、、、、申請者申請者申請者申請者（（（（事業者事業者事業者事業者）、）、）、）、法人法人法人法人役役役役員員員員、、、、

管理管理管理管理者等者等者等者等についてについてについてについて、、、、次次次次にににに該当該当該当該当すすすするるるる場合場合場合場合はははは指定指定指定指定（（（（更新更新更新更新））））をををを受受受受けることはできませんけることはできませんけることはできませんけることはできません。。。。    

①①①① 禁錮禁錮禁錮禁錮以以以以上上上上のののの刑刑刑刑をををを受受受受けてけてけてけて、、、、そのそのそのその執執執執行行行行をををを終終終終わるまでのわるまでのわるまでのわるまでの者者者者    

②②②②    介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法そのそのそのその他保健他保健他保健他保健医療医療医療医療福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする法法法法律律律律によりによりによりにより罰罰罰罰金金金金刑刑刑刑をををを受受受受けてけてけてけて、、、、そのそのそのその執執執執行行行行をををを終終終終わるまでのわるまでのわるまでのわるまでの者者者者

③③③③    指定指定指定指定のののの取取取取消消消消から５から５から５から５年年年年をををを経経経経過過過過しないしないしないしない者者者者    

④④④④    指定指定指定指定のののの取取取取消消消消処処処処分分分分のののの通知日通知日通知日通知日からからからから処処処処分分分分のののの日等日等日等日等までのまでのまでのまでの間間間間にににに事業事業事業事業廃止廃止廃止廃止のののの届出届出届出届出をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその届出日届出日届出日届出日から５から５から５から５年年年年

をををを経経経経過過過過しないしないしないしない者者者者    

⑤⑤⑤⑤    ５５５５年年年年以以以以内内内内にににに介護保険介護保険介護保険介護保険サービスにサービスにサービスにサービスに関関関関しししし、、、、不不不不正正正正又又又又はははは著著著著しくしくしくしく不当不当不当不当なななな行為行為行為行為をしたをしたをしたをした者者者者    

(4)(4)(4)(4)    指定更新手続指定更新手続指定更新手続指定更新手続きをきをきをきを有効有効有効有効期間内期間内期間内期間内にににに行行行行わなかったわなかったわなかったわなかった事業所事業所事業所事業所についてについてについてについて    

指定指定指定指定のののの有効有効有効有効期期期期限限限限をををを過過過過ぎぎぎぎてててて提出提出提出提出されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、指定更新指定更新指定更新指定更新をををを受受受受けられませんけられませんけられませんけられません。。。。    

現現現現指定指定指定指定はははは失効失効失効失効となりとなりとなりとなり、、、、サービスサービスサービスサービス利利利利用者用者用者用者やややや関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者にににに対対対対してしてしてして問題問題問題問題がががが生生生生じることとなるためじることとなるためじることとなるためじることとなるため、、、、事業所事業所事業所事業所ににににおおおお

いてはいてはいてはいては指定指定指定指定のののの有効有効有効有効期期期期限限限限をををを把握把握把握把握しししし、、、、余裕余裕余裕余裕をををを持持持持ってってってって確確確確実実実実にににに手続手続手続手続きをしてくださいきをしてくださいきをしてくださいきをしてください。。。。    

 

２２２２    指定更新申請指定更新申請指定更新申請指定更新申請のののの手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて    

(1)(1)(1)(1)    受付期間受付期間受付期間受付期間    

指定指定指定指定有効有効有効有効期間満期間満期間満期間満了了了了日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの前前前前々々々々月月月月 11115555 日日日日からからからから、、、、前月前月前月前月 11115555 日日日日までをまでをまでをまでを受付期間受付期間受付期間受付期間としますとしますとしますとします。。。。    

指定指定指定指定有効有効有効有効期間満期間満期間満期間満了了了了日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの前前前前々々々々月月月月初初初初日日日日頃頃頃頃にににに、、、、帯広市帯広市帯広市帯広市からからからから更新更新更新更新勧勧勧勧奨奨奨奨のののの連連連連絡絡絡絡（（（（メメメメーーーールルルル））））をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

提出期提出期提出期提出期限限限限までにまでにまでにまでに申請書類一式申請書類一式申請書類一式申請書類一式をををを提出提出提出提出しししし、、、、指定更新指定更新指定更新指定更新のののの手続手続手続手続きをきをきをきを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

ななななおおおお、、、、帯広市帯広市帯広市帯広市からからからから連連連連絡絡絡絡がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび帯広市帯広市帯広市帯広市でででで把握把握把握把握しているしているしているしている指定日指定日指定日指定日にににに相相相相違違違違があることががあることががあることががあることが考考考考ええええ
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られるためられるためられるためられるため帯広市保健福祉部介護保険課帯広市保健福祉部介護保険課帯広市保健福祉部介護保険課帯広市保健福祉部介護保険課までまでまでまで連連連連絡絡絡絡ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

〈〈〈〈受付期間受付期間受付期間受付期間のののの例例例例〉〉〉〉    

                                                         

                                                                     

                                                 

                             

 

                                           

 

 

(2)(2)(2)(2)    提出方法提出方法提出方法提出方法    

下記下記下記下記のののの提出先提出先提出先提出先までまでまでまで持参持参持参持参もしくはもしくはもしくはもしくは郵郵郵郵送送送送してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

＜＜＜＜提出先提出先提出先提出先＞＞＞＞    

〒〒〒〒０８００８００８００８０－－－－８６７０８６７０８６７０８６７０    

帯広市西帯広市西帯広市西帯広市西５５５５条南条南条南条南７７７７丁目丁目丁目丁目１１１１番地番地番地番地    

帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係帯広市保健福祉部介護保険課認定給付係    

(3)(3)(3)(3)    提出部数提出部数提出部数提出部数    

申請書申請書申請書申請書、、、、添付書類添付書類添付書類添付書類ともにともにともにともに各各各各１１１１部提出部提出部提出部提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

ななななおおおお、、、、複複複複数数数数のののの介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業をををを行行行行っているっているっているっている事業者事業者事業者事業者ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのサービスれのサービスれのサービスれのサービス種別種別種別種別ごとにごとにごとにごとに申請書申請書申請書申請書

がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

(4)(4)(4)(4)    複複複複数数数数のののの市市市市町村町村町村町村からからからから指定指定指定指定をををを受受受受けているけているけているけている場合場合場合場合    

複複複複数数数数のののの市市市市町村町村町村町村からからからから指定指定指定指定をををを受受受受けているけているけているけている場合場合場合場合はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの市市市市町村町村町村町村にににに申請申請申請申請がががが必要必要必要必要ですのでですのでですのでですので、、、、各各各各市市市市町村町村町村町村にににに必必必必

要要要要なななな書類等書類等書類等書類等のののの確認確認確認確認ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

((((5555))))    申請書等申請書等申請書等申請書等のののの様式様式様式様式についてについてについてについて    

様式様式様式様式についてはについてはについてはについては、、、、帯広市帯広市帯広市帯広市からのからのからのからの更新更新更新更新勧勧勧勧奨奨奨奨のののの連連連連絡絡絡絡時時時時にににに電電電電子子子子媒媒媒媒体体体体によりによりによりにより提提提提供供供供しますしますしますします。。。。    

((((6666))))        指定指定指定指定のののの更新申請更新申請更新申請更新申請とととと同同同同時期時期時期時期にににに変更届出事変更届出事変更届出事変更届出事由由由由がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合    

指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書とととと併併併併せてせてせてせて変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書（（（（様式様式様式様式第第第第４４４４号号号号））））をををを提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

このこのこのこの場合場合場合場合、、、、指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書はははは、、、、変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書によるによるによるによる変更後変更後変更後変更後のののの内容内容内容内容でででで作成作成作成作成してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

またまたまたまた、、、、過去過去過去過去にににに変更届出変更届出変更届出変更届出がががが必要必要必要必要だっただっただっただった事事事事由由由由についてについてについてについて、、、、変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書のののの提出提出提出提出漏漏漏漏れがれがれがれが判明判明判明判明したしたしたした場合場合場合場合についてもについてもについてもについても

同同同同様様様様のののの扱扱扱扱いとしますがいとしますがいとしますがいとしますが、、、、そのそのそのその場合場合場合場合はははは、、、、変更届出変更届出変更届出変更届出遅遅遅遅延延延延理理理理由由由由書書書書（（（（任任任任意様式意様式意様式意様式））））もももも併併併併せてせてせてせて提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

(7)(7)(7)(7)    指定更新申請後指定更新申請後指定更新申請後指定更新申請後のののの手続手続手続手続きききき    

指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書をををを提出後提出後提出後提出後、、、、更新決定等更新決定等更新決定等更新決定等がされるまでのがされるまでのがされるまでのがされるまでの間間間間ににににおおおおいていていていて変更事変更事変更事変更事由由由由がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、帯広市介帯広市介帯広市介帯広市介

護保険課護保険課護保険課護保険課へおへおへおへお問合問合問合問合せくださいせくださいせくださいせください。。。。    

(8)(8)(8)(8)    審査審査審査審査についてについてについてについて    

        ①①①①    書面審査書面審査書面審査書面審査    

提出提出提出提出していただいたしていただいたしていただいたしていただいた指定更新申請書及指定更新申請書及指定更新申請書及指定更新申請書及びびびび添付添付添付添付書類書類書類書類をもってをもってをもってをもって審査審査審査審査しますしますしますします。。。。    

 

指定指定指定指定更新更新更新更新申請申請申請申請 

受付期限受付期限受付期限受付期限 

 

指定指定指定指定更新更新更新更新申請申請申請申請 

受付開始受付開始受付開始受付開始 

 

帯広市帯広市帯広市帯広市からからからから 

更新勧奨更新勧奨更新勧奨更新勧奨のののの連絡連絡連絡連絡 

２２２２月月月月１１１１日日日日 ２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日 ３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日 

指定指定指定指定のののの有効有効有効有効期間満了期間満了期間満了期間満了日日日日が４が４が４が４月月月月１１１１日日日日 ～～～～ ４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日のののの場合場合場合場合 



 18

内容確認内容確認内容確認内容確認のためのためのためのため電話電話電話電話やややや文文文文書書書書によりによりによりにより照会照会照会照会をををを行行行行うことがありますうことがありますうことがありますうことがあります。。。。    

     ②②②②    現現現現地地地地調調調調査査査査    

必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて人員基準人員基準人員基準人員基準（（（（従従従従業者業者業者業者のののの勤勤勤勤務内容務内容務内容務内容またはまたはまたはまたは雇用状雇用状雇用状雇用状況況況況などなどなどなど））））などがなどがなどがなどが満満満満たされているかをたされているかをたされているかをたされているかを確認確認確認確認するたするたするたするた

めめめめ実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

((((9999))))    審査審査審査審査のののの結果結果結果結果についてについてについてについて    

指定更新指定更新指定更新指定更新のののの欠欠欠欠格格格格事事事事由由由由にににに該当該当該当該当せせせせずずずず、、、、更新要件更新要件更新要件更新要件をををを全全全全てててて満満満満たすたすたすたす場合場合場合場合はははは、、、、指定指定指定指定有効有効有効有効期間期間期間期間のののの満満満満了了了了日日日日までにまでにまでにまでに指定指定指定指定

更新決定通知書更新決定通知書更新決定通知書更新決定通知書をををを送送送送付付付付しますしますしますします。。。。    

ななななおおおお、、、、指定更新指定更新指定更新指定更新にににに係係係係るるるる書類書類書類書類のののの差差差差しししし替替替替ええええ等等等等でででで期間期間期間期間をををを要要要要したしたしたした場合場合場合場合、、、、有効有効有効有効期間満期間満期間満期間満了了了了日日日日までにまでにまでにまでに指定更新決定通指定更新決定通指定更新決定通指定更新決定通

知書知書知書知書がががが送送送送付付付付されないされないされないされない場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので御御御御了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。このこのこのこの場合場合場合場合はははは、、、、暫暫暫暫定定定定でででで以以以以前前前前のののの有効有効有効有効期間期間期間期間がががが新新新新たなたなたなたな行行行行

政政政政処処処処分分分分がががが出出出出るまでるまでるまでるまで延長延長延長延長されますされますされますされます。。。。    

(10)(10)(10)(10)そのそのそのその他他他他    

指定指定指定指定のののの更新更新更新更新はははは、、、、基基基基本的本的本的本的にににに新新新新規規規規のののの指定申請指定申請指定申請指定申請とととと同同同同様様様様のののの扱扱扱扱いとしますいとしますいとしますいとします。。。。    

本資本資本資本資料料料料でででで特段特段特段特段定定定定めのないものめのないものめのないものめのないもの及及及及びびびび変更届変更届変更届変更届がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合のののの手続手続手続手続きききき方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、「、「、「、「事業所指定申請等事業所指定申請等事業所指定申請等事業所指定申請等

にににに係係係係るるるる手手手手引引引引きききき」」」」をををを参考参考参考参考にににに、、、、ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点はははは帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課帯広市介護保険課へおへおへおへお問合問合問合問合せくださいせくださいせくださいせください。。。。    

    

３３３３    更新申請書類更新申請書類更新申請書類更新申請書類のののの作成方法作成方法作成方法作成方法    

(1)(1)(1)(1)    更新申請更新申請更新申請更新申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類    

申請書及申請書及申請書及申請書及びびびび関係書類関係書類関係書類関係書類ははははＡＡＡＡ４４４４用用用用紙紙紙紙でででで作成作成作成作成しししし、、、、ホホホホッチキッチキッチキッチキスススス等等等等でででで留留留留めめめめずずずずにににに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類はははは下記下記下記下記「「「「○○○○指定更新時指定更新時指定更新時指定更新時にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類」」」」にににに記載記載記載記載のとのとのとのとおおおおりですりですりですりです。。。。様様様様式式式式についてはについてはについてはについては、、、、更新更新更新更新勧勧勧勧

奨奨奨奨のののの際際際際ににににメメメメーーーールルルルででででおおおお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。    

○○○○指定更新時指定更新時指定更新時指定更新時にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類    

書類書類書類書類のののの種類種類種類種類    様様様様        式式式式    

指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書指定更新申請書    様式様式様式様式第第第第７７７７号号号号    

付付付付表表表表        付付付付表表表表１１１１～～～～４４４４    

誓誓誓誓約書約書約書約書    参考参考参考参考様式様式様式様式９９９９－－－－６６６６、、、、９９９９－－－－７７７７    

役役役役員員員員名簿名簿名簿名簿    参考参考参考参考様式様式様式様式１０１０１０１０    

勤勤勤勤務務務務表表表表    参考参考参考参考様式様式様式様式１１１１－－－－１１１１～～～～１１１１－－－－４４４４    

自自自自己点己点己点己点検検検検シシシシーーーートトトト        

雇用雇用雇用雇用契契契契約書約書約書約書（（（（写写写写しししし））））又又又又はははは雇用証明書雇用証明書雇用証明書雇用証明書        
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ⅤⅤⅤⅤ    事業者事業者事業者事業者のののの指定内容等指定内容等指定内容等指定内容等のののの変更手続変更手続変更手続変更手続についてについてについてについて    

１１１１    変更届出変更届出変更届出変更届出がががが必要必要必要必要になるになるになるになる場合場合場合場合    

指定申請指定申請指定申請指定申請したしたしたした事項事項事項事項でででで、、、、次次次次ページページページページ「「「「サービスサービスサービスサービス種別種別種別種別ごとのごとのごとのごとの変更事項変更事項変更事項変更事項のののの一覧一覧一覧一覧」」」」にににに該当該当該当該当するするするする変更変更変更変更があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

変更変更変更変更があったがあったがあったがあった日日日日からからからから10101010日日日日以以以以内内内内にににに変更変更変更変更のののの届出届出届出届出がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

ただしただしただしただし、、、、以以以以下下下下のののの場合場合場合場合にはにはにはには事前事前事前事前にごにごにごにご相談相談相談相談ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

・・・・所所所所在在在在地地地地のののの変更変更変更変更、、、、建建建建物物物物のののの構構構構造造造造、、、、平面平面平面平面図図図図、、、、専専専専用用用用区区区区画画画画等等等等    

・・・・営業日営業日営業日営業日増増増増及及及及びびびび営業時間営業時間営業時間営業時間のののの延長延長延長延長、、、、単位単位単位単位増増増増、、、、利利利利用者定員等変更用者定員等変更用者定員等変更用者定員等変更にににに伴伴伴伴うううう運営運営運営運営規規規規程程程程のののの変更変更変更変更    

・・・・家家家家賃賃賃賃等等等等利利利利用料用料用料用料のののの変更変更変更変更にににに伴伴伴伴うううう運営運営運営運営規規規規程程程程のののの変更変更変更変更    

    

２２２２    変更届出変更届出変更届出変更届出にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類    

変更変更変更変更のののの届出届出届出届出をををを行行行行うううう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げげげげるるるる書類書類書類書類をををを帯広帯広帯広帯広市市市市長宛長宛長宛長宛にににに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

①①①①    変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書（（（（様式様式様式様式第第第第４４４４号号号号））））    

必要事項必要事項必要事項必要事項にににに記記記記入入入入、、、、法人法人法人法人代代代代表表表表者者者者印印印印をををを押押押押印印印印のののの上上上上、、、、提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

②②②②    付付付付表表表表    

付付付付表表表表にににに変更後変更後変更後変更後のののの内容内容内容内容をををを含含含含めめめめ、、、、全全全全項目項目項目項目をををを記記記記入入入入のののの上上上上、、、、提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

③③③③    添付添付添付添付書類書類書類書類    

次次次次ページページページページ「「「「サービスサービスサービスサービス種別種別種別種別ごとのごとのごとのごとの変更事項変更事項変更事項変更事項のののの一覧一覧一覧一覧」」」」をををを確認確認確認確認のののの上上上上、、、、記載記載記載記載のののの順順順順番番番番どどどどおおおおりにりにりにりにホホホホッチキッチキッチキッチキスススス等等等等でででで留留留留めめめめずずずず

にににに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    



 20

     
【サービス種別ごと変更届出必要事項一覧】

変更の届出が必要となる場合

添付資料

（付表については、変更内容に関わらず添付してください。

また、下記記載の順番どおりにホッチキス等で留めずに添付してくださ

い。）

訪

問

介

護

サ

ー

ビ

ス

て

だ

す

け

サ

ー

ビ

ス

通

所

介

護

サ

ー

ビ

ス

ふ

れ

あ

い

サ

ー

ビ

ス

1 事業所の名称 事業所の名前が変更した場合 ・運営規程 ○ ○ ○ ○

2 事業所の所在地

事業所の住所が変更した場合

事業所が移転した場合

・事業所平面図、写真（参考様式3・4）

・設備・備品一覧（参考様式5）

・建物登記簿謄本・賃貸借契約書の写し又は使用承諾書

・運営規程

○ ○ ○ ○

3 申請者の名称 事業者の名前が変更した場合

・登記事項証明書等（の写し）　※１

・定款、条例の写し　※１

・誓約書(参考様式9-6)

・暴力団等の排除に係る誓約書（参考様式9-7）

○ ○ ○ ○

4 主たる事務所の所在地

事業者の住所が変更した場合

事業者の事務所が移転した場合

・登記事項証明書等（の写し） ○ ○ ○ ○

5 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

事業者の代表者が変更した場合

事業者の代表者の氏名、住所が変更した場合

・変更後の代表者の経歴書（参考様式2）

・登記事項証明書等（の写し）　※１

・誓約書(参考様式9-6)

・役員名簿(参考様式10)

・暴力団等の排除に係る誓約書（参考様式9-7）

○ ○ ○ ○

6

定款・寄附行為等及びその登記事項証明書又は条

例等（当該事業に関するものに限る）

定款等の記載内容(指定事業に関する部分＝

事業目的等)が変更した場合

・定款・寄付行為及びその登記事項証明書・条例等（の写し）　※１ ○ ○ ○ ○

7 事業所の建物の構造、平面図、専用区画等

・事業所の平面図や構造等が 変更した場合

・事業所を増築したり、事業に係る敷地面積が増え

た場合

・事業所が移転した場合 など

要事前相談

要事前相談要事前相談

要事前相談

・変更後の事業所(施設)の平面図

・（変更があった場合）設備、備品一覧

・(建築確認申請を行った場合)建築確認申請書、検査済証及び消防

関係 書類の写し

○ ○ ○ ○

8

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

※２

事業所の管理者が変更した場合

事業所の管理者の氏名又は住所が変更した場合

・変更後の管理者の経歴書（参考様式2）

・雇用証明書等

・勤務形態一覧表（参考様式1-1～1-4）　※３

・誓約書(参考様式9-6)

・役員及び管理者名簿(参考様式10)　※４

○ ○ ○ ○

9

サービス提供責任者の氏名、生年月日及び住所

※２

サービス提供責任者として業務に従事する者に変更

や増減があった場合

サービス提供責任者として業務に従事する者の氏

名に変更があった場合

・変更後のサービス提供責任者の経歴書（参考様式2）

・資格証の写し

・雇用証明書等（変更後の職務内容が記載された書類）

・勤務形態一覧表（参考様式1-1、1-2）　※３

○ ○

事業所の運営規程の内容が

変更した場合

・変更後の運営規程(※変更箇所

変更箇所変更箇所

変更箇所を

をを

を下線

下線下線

下線や

やや

や色付

色付色付

色付け

けけ

け、

、、

、新旧対照表

新旧対照表新旧対照表

新旧対照表

等

等等

等により

によりにより

により明記

明記明記

明記のこと)

○ ○ ○ ○

事業所の利用者定員を変更する場合

要事前相談

要事前相談要事前相談

要事前相談

・変更後の運営規程

・事業所の平面図（参考様式3・4）

・勤務形態一覧表（参考様式1-1～1-4）

○ ○ ○ ○

11

協力医療機関・協力歯科医療機関の名称及び診療

科名並びに契約内容

協力医療機関(協力病院、協力歯科医療機関)が変

更した場合

協力医療機関に変更はないが、その名称・診療科

名・契約内容が変更した場合

・変更後の協力医療機関(協力病院、 協力歯科医療機関)との契約

書の写し

○

12

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等と

の連携・支援体制

連携又は支援体制が変更した場合 ・変更後の施設及び病院等との契約書の写し ○

13

介護予防・日常生活支援総合事業

第１号事業支給費の請求に関する事項

・別途、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関

する届出書並びに体制等状況一覧表が必要となります。

○ ○ ○ ○

14 役員の氏名、生年月日及び住所　　※１、※２

役員の異動があった場合

役員の氏名や住所が変更した場合

・誓約書(参考様式96)

・役員及び管理者名簿(参考様式10)　※４

・（変更がある場合）登記事項証明書（の写し）

○ ○ ○ ○

15 併設施設の概要 併設する施設の概要が変更した場合 ・変更した概要等が分かる書類 ○ ○

※１ ： 事業者が法人ではない場合は不要です。

※２ ： 代表者以外の役員、管理者及び介護支援専門員（計画作成担当者）については、住所又は姓のみが変更となる場合、変更届（様式第４号）に変更内容が

すべて明記されていれば添付書類は不要です。

※３ ： 変更日の属する月の勤務形態一覧表を添付してください。また、事業所

事業所事業所

事業所で

でで

で使用

使用使用

使用するシフト

するシフトするシフト

するシフト表

表表

表も

もも

も添付

添付添付

添付してください

してくださいしてください

してください。

※４ ： 変更日時点の役員及び管理者を全員記載してください。押印については変更があった方のみで差し支えありません。

運営規程

サービスの種類

10

変更事項


