
○福岡市介護サービス等事業者の指定等事務取扱要領
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要領は，介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。），介護保険法施行法

（平成９年法律第124号），介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。）

及び福岡市介護サービス事業者の指定等に関する規則（平成18年福岡市規則第71号。以下「規

則」という。）並びに福岡市第１号訪問事業及び第１号通所事業の実施に関する要綱（平成29年３

月30日保健福祉局長決裁。以下「要綱」という。）の規定に基づき，市長が行う介護サービス等事

業者の指定又は許可（以下「指定等」という。），指定の更新又は許可の更新（以下「指定更新等」

という。），指定の変更又は変更の許可若しくは変更の承認（以下「指定変更等」という。），変更，

休止又は廃止若しくは指定の辞退（以下「廃止等」という。）及び再開に係る事務について，必要な

事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 介護サービス等事業 別表１に規定する介護サービス等事業をいう。

(2) 指定申請 介護サービス等事業の指定等の申請をいう。

(3) 指定更新申請 介護サービス等事業の指定更新等の申請をいう。

(4) 指定変更申請 介護サービス等事業の指定変更等の申請をいう。

(5) 変更届 介護サービス等事業の変更の届出をいう。

(6) 休止・廃止届 介護サービス等事業の廃止等の届出をいう。

(7) 再開届 介護サービス等事業の再開の届出をいう。

(8) 申請者 指定申請，指定更新申請，指定変更申請，変更，休止・廃止又は再開の届出を行う者

をいう。 

(9) 指定基準 法及び省令並びに福岡市条例等で定める介護サービス等事業の基準をいう。

(10)審査基準 別に定める指定基準適合表及び提出書類チェック表をいう。 

(11)指定日 市長が指定等の決定を行う年月日（原則毎月１日）をいう。 

２ 前項に定めるもののほか，この要領において使用する用語の意義は，法及び省令並びに規則の例

による。 



（暴力団等の排除） 

第３条 申請者に係る暴力団等の排除については，福岡市の介護サービス等事業者等から暴力団等を

排除するために講じる措置に係る要綱に定めるところによる。 

（建築物に係る計画等） 

第４条 申請者は，介護サービス等事業に使用する建築物に係る計画を，福岡市福祉のまちづくり条

例（平成10年福岡市条例第９号。以下「福祉条例」という。）その他関連法令等の規定に基づき，

作成しなければならない。 

２ 申請者は，計画の段階から適宜，地域住民（特に隣接地の居住者）に対し，介護サービス等事業

所の建設，運営等について十分説明を行い，理解を得られるよう努めなければならない。 

第２章 指定申請 

（事前協議） 

第５条 申請者は，指定基準及び審査基準その他関係法令等を踏まえて，あらかじめ，介護サービス

等事業者指定申請に係る事前協議書（様式①）に必要書類を添付して市長に提出し，事前協議を行

わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，申請者が地域包括支援センターの設置（予定）者である場合は，同項

に定める事前協議を省略することができる。 

３ 申請者は，指定等を受けようとする介護サービス等事業の実施に当たり，建物その他施設の新築

又は改修等の工事により当該事業の用に供する設備を設ける必要があるときは，当該工事を行う前

の適切な時期に第１項の事前協議を行うものとする。 

４ 申請者は，消防法，建築基準法及び福祉条例等に関する協議の内容を，建築物に係る協議記録（任

意様式）に記録し，事前協議の際に提出するものとする。 

５ 市長は，申請者に対し，指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づき，必要な指導又は助言

を行うものとする。 

（指定申請） 

第６条 申請者は，事業を開始する月の前々月末日までに，第８章及び要綱に定める指定（許可）申

請書又は事業者指定申請書及び付表（以下この章において「申請書」という。）に，別表２に定める

書類を添えて，市長に指定申請を行うものとする。 

２ 申請者は，事前協議なく指定申請を行ってはならないものとする。 

（審査に係る手数料の納付等） 

第７条 申請者は，申請書を提出する際に福岡市手数料条例（昭和35年福岡市条例第11号）別表第

２に定める許可申請等手数料（以下「手数料」という。）を福岡市収入証紙条例（昭和39年福岡市

条例第27号）第２条の規定に基づき，福岡市収入証紙（以下「市証紙」という。）により納付しな

ければならない。また，納付に当たっては，福岡市収入証紙貼付簿（様式③）に貼付しなければな

らない。 

２ 市長は，納付された手数料の返還は，行わないものとする。ただし，手数料の過納の場合は，こ

の限りでない。 

（審査等） 



第８条 市長は，申請書の提出を受けた場合は，次に掲げる審査を行うものとする。 

(1) 書類審査 指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づく審査 

(2) 現地確認 事業実施予定地の状況及び人員配置等に関する審査 

(3) その他必要と認められる審査 

２ 前項の規定にかかわらず，申請者が地域包括支援センターの設置（予定）者である場合は，同項

第２号に定める現地確認を省略することができる。 

３ 市長は，第１項の審査の結果，補正が必要なものについては，相当の期限を定めて，申請者に補

正を求めるものとする。 

４ 市長は，申請者が前項の規定による期限までに補正を行わず，改善が見込めない場合は，申請書

の差戻しを行うものとする。 

５ 前項の規定による申請書の差戻しを行った場合においても，納付された手数料の返還は，行わな

いものとする。 

 

（指定予定日の変更） 

第９条 市長は，次に掲げる事項に該当する場合は，指定予定日を変更することができるものとする。 

(1) 第６条第１項に定める申請期限を過ぎて指定申請が行われた場合 

(2) 工事の遅延等により指定予定日に指定等の決定を行うことが困難と認められる場合 

(3) 申請者が第８条第３項の規定による補正を，同項の規定による期限までに行わず，指定予定日

に指定等の決定を行うことが困難と認められる場合 

(4) その他申請者の責に帰すべき事由により指定予定日に指定等が困難と認められる場合 

２ 変更後の指定予定日は，当該申請の内容又は審査の進捗状況等を踏まえ，申請者と協議の上，決

定するものとする。 

３ 指定予定日を変更した場合は，申請者は改めて申請書を提出しなければならない。 

 

（指定に係る県知事の同意） 

第10条 市長は，特定施設入居者生活介護事業者の指定及び介護医療院の許可をしようとする場合は，

法第70条の規定に基づき，あらかじめ，特定施設入居者生活介護事業者の指定に係る同意依頼書（様

式④－１）に必要書類を添付して福岡県知事に提出し，同意を得るものとする。 

２ 市長は介護医療院の許可をしようとする場合は，法第107条の規定に基づき，あらかじめ，介護

医療院の許可に係る同意依頼書（様式④－２）に必要書類を添付して福岡県知事に提出し，同意を

得るものとする。 

 

（指定等の決定） 

第11条 市長は，第８条に定める審査の結果，指定基準及び審査基準を満たしていると認められる場

合は，指定等の決定を行うものとする。 

２ 市長は，前項の規定に基づき指定等を決定した場合は，申請者に対し，第８章及び要綱に定める

指定（許可）通知書を交付するものとする。 

３ 市長は，指定日までに介護保険事業者台帳等管理システムに必要事項を入力して介護保険事業所

番号を取得し，福岡県知事に送信するものとする。 

 

（説明会等） 

第12条 市長は，指定（許可）通知書の交付前に，介護サービス等事業の適正運営の確保を目的とし

て，申請者を対象に新規指定介護事業者説明会を行うものとする。 



２ 申請者は，新規指定介護事業者説明会の際に，人員確認後の従業者の異動報告書（様式⑤）を提

出するものとする。 

 

（公示等） 

第 13条 市長は，法第78条，第78条の 11，第93条，第104条の２，第115条の10及び第115条

の20の規定に基づき，指定等を行った場合は，指定等を行った日の属する月の末日までに，事業者

の名称，当該指定等に係る事業所の所在地その他の省令に定めのある事項を福岡県知事に届け出る

とともに，公示の手続きを行うものとする。また，法第85条及び第115条の30の規定に基づき，

指定を行った場合は，指定を行った日の属する月の末日までに，事業者の名称，当該指定に係る事

業所の所在地その他の省令に定めのある事項について，公示の手続きを行うものとする。なお，法

第85条及び第115条の30の規定にかかわらず，居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指

定を行った場合も，他の指定等と同様に福岡県知事に届け出るものとする。 

２ 福岡県知事への届出については，介護サービス等事業者の指定等に係る届出書（様式⑥）に必要

書類を添付して行うものとする。 

３ 市長は，指定等を行った場合は，事業者の名称，当該指定等に係る事業所の名称及び所在地等の

情報を福岡市ホームページに掲載するものとする。 

 

第３章 指定更新申請 

（指定更新申請） 

第14条 市長は，別表３に定める時期までに，指定の有効期間の満了を迎える事業所に対し，指定更

新等の申請期限を文書により通知するものとする。 

２ 申請者は，申請期限までに，第８章に定める指定更新（許可）申請書及び付表（以下この章にお

いて「申請書」という。）に，別表４に定める書類を添えて，市長に指定申請を行うものとする。 

 

（審査に係る手数料の納付等） 

第15条 申請者は，申請書を提出する際に手数料を市証紙により納付しなければならない。また，納

付に当たっては，福岡市収入証紙貼付簿（様式③）に貼付しなければならない。 

２ 市長は，納付された手数料の返還は，行わないものとする。ただし，手数料の過納の場合は，こ

の限りでない。 

 

（審査等） 

第16条 市長は，申請書の提出を受けた場合は，次に掲げる審査を行うものとする。 

(1) 書類審査 指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づく審査 

(2) 現地確認 事業の運営状況及び人員配置等に関する審査 

(3) その他必要と認められる審査 

２ 前項の規定にかかわらず，申請者が居宅介護支援又は介護予防支援の事業所であり，苦情及び重

大な事故報告の履歴がない場合は，同項第２号に定める現地確認を省略することができる。 

３ 市長は，第１項の審査の結果，運営の改善又は書類の補正（以下「改善等」という。）が必要なも

のについては，相当の期限を定めて，申請者に改善等を求めるものとする。 

４ 市長は，申請者が前項の規定による期限までに改善等を行わない場合は，必要に応じて，「介護保

険施設等の指導監督について（平成18年10月 23日 老発第1023001号）」に基づく実地指導又は

監査を行う。 

 



（指定更新等の決定） 

第17条 市長は，前条に定める審査の結果，指定基準及び審査基準を満たしていると認められる場合

は，指定更新等の決定を行うものとする。 

２ 市長は，前項の規定に基づき指定更新等を決定した場合は，申請者に対し，第８章及び要綱に定

める指定（許可）更新通知書を交付するものとする。 

３ 市長は，指定更新日までに介護保険事業者台帳等管理システムに必要事項を入力して，福岡県知

事に送信するものとする。 

 

（指定の失効） 

第18条 次の各号に該当する介護サービス等事業者は，指定の有効期間の満了の日（以下「有効期間

満了日」という。）の翌日に，指定等の効力を失う。 

(1) 有効期間満了日までに，指定更新等を行わない意思を明確に示したもの 

(2) 有効期間満了日までに，第14条第２項の規定に基づく申請を行わなかったもの 

(3) 有効期間満了日までに，法に定める要件を満たさないもの 

２ 市長は，指定の効力を失った事業者の情報を介護保険事業者台帳等管理システムに入力して，福

岡県知事に送信するものとする。 

 

第４章 指定変更申請 

（事前協議） 

第19条 申請者は，別表５に定める介護サービス等事業の指定変更等を行う場合は，指定基準及び審

査基準その他関係法令等を踏まえて，あらかじめ，介護サービス等事業者指定変更申請に係る事前

協議書（様式⑦）に必要書類を添付して市長に提出し，事前協議を行わなければならない。 

２ 市長は，申請者に対し，指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づき，必要な指導又は助言

を行うものとする。 

 

（指定変更申請） 

第20条 申請者は，別表５に定める介護サービス等事業の指定変更申請を行う場合は，指定変更等の

予定日の１月前までに，第８章に定める指定変更申請書，開設許可事項変更申請書又は管理者承認

申請書（以下この章において「申請書」という。）に，必要書類を添えて市長に指定変更申請を行う

ものとする。 

２ 申請者は，事前協議なく指定変更申請を行ってはならないものとする。 

 

（審査に係る手数料の納付等） 

第21条 申請者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，申請書を提出する際に手数料を市証紙に

より納付しなければならない。また，納付に当たっては，福岡市収入証紙貼付簿（様式③）に貼付

しなければならない。 

(1) 法第94条第２項の規定による介護老人保健施設の変更の許可（構造設備の変更を伴うものに限

る。） 

(2) 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）

第４条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83条）附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改

正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第108条第１項の規定による指定介護療養型医療施設

の指定の変更 



(3) 法第107条第２項の規定による介護医療院の変更の許可（構造設備の変更を伴うものに限る。） 

２ 市長は，納付された手数料の返還は，行わないものとする。ただし，手数料の過納の場合は，こ

の限りでない。 

 

（審査等） 

第22条 市長は，申請書の提出を受けた場合は，仮の受理印（以下「仮受理印」という。）を押印し，

次に掲げる審査を行うものとする。 

(1) 書類審査 指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づく審査 

(2) 現地確認 構造設備に関する審査（構造設備の変更がない場合は省略することができる。） 

(3) その他必要と認められる審査 

２ 市長は，前項の審査の結果，補正が必要なものについては，相当の期限を定めて，申請者に補正

を求めるものとする。 

３ 市長は，申請者が前項の規定による期限までに補正を行わず，改善が見込めない場合は，申請書

の差戻しを行うものとする。 

４ 前項の規定による申請書の差戻しを行った場合においても，納付された手数料の返還は，行わな

いものとする。 

 

（指定変更予定日の変更） 

第23条 市長は，次に掲げる事項に該当する場合は，指定変更予定日を変更することができるものと

する。 

(1) 第 20条第１項に定める申請期限を過ぎて指定変更申請が行われた場合 

(2) 工事の遅延等により指定変更予定日に指定変更等をすることが困難と認められる場合 

(3) 申請者が前条第２項の規定による補正を，同項の規定による期限までに行わず，指定変更予定

日に指定変更等をすることが困難と認められる場合 

(4) その他申請者の責に帰すべき事由により指定変更予定日に指定変更等をすることが困難と認め

られる場合 

２ 変更後の指定変更予定日は，当該申請の内容又は審査の進捗状況等を踏まえ，申請者と協議の上，

決定するものとする。 

３ 指定変更予定日を変更した場合は，申請者は改めて申請書を提出しなければならない。 

 

（指定変更等の決定） 

第24条 市長は，第22条に定める審査の結果，指定基準及び審査基準を満たしていると認められる

場合は，指定変更等の決定を行うものとする。 

２ 市長は，指定変更等通知書（様式⑧）により指定変更等の決定を申請者に通知するものとする。 

３ 市長は，指定変更等の決定後，介護保険事業者台帳等管理システムに必要事項を入力して，福岡

県知事に送信するものとする。 

 

第５章 変更届 

（事前協議） 

第25条 申請者は，事業所・施設の所在地，建物の構造，専用区画等，構造設備の変更（第４章に定

める指定変更等を除く。以下「構造変更等」という。），及び定員の増加を行う場合は，指定基準及

び審査基準その他関係法令等を踏まえて，変更等の予定日の１月前までに，介護サービス等事業者

指定申請等に係る事前協議書（様式①）に必要書類を添付して市長に提出し，事前協議を行わなけ



ればならない。 

２ 市長は，申請者に対し，指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づき，必要な指導又は助言

を行うものとする。 

 

（変更届） 

第26条 申請者は，法又は省令で定める事項に変更があった場合は，変更した日から10日以内に，

第８章に定める変更届出書に変更届出書チェック表に記載された書類を添えて，市長に変更の届出

を行うものとする。 

２ 申請者は，構造変更等を行う場合は，事前協議の後に変更の届け出を行うものとする。 

 

（審査等） 

第27条 市長は，変更届出書の提出を受けた場合は，仮受理印を押印し，次に掲げる審査を行うもの

とする。 

(1) 書類審査 指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づく審査 

(2) 現地確認 変更後の事業実施予定地の状況等に関する審査（構造変更等を行わない場合，又は

構造変更等が軽微な場合は省略することができる。） 

(3) その他必要と認められる審査 

２ 市長は，前項の審査の結果，補正が必要なものについては，相当の期限を定めて，申請者に補正

を求めるものとする。 

３ 市長は，申請者が前項の規定による期限までに補正を行わず，改善が見込めない場合は，変更届

出書の差戻しを行うものとする。 

 

（届出の受理） 

第28条 市長は，前条に定める審査の結果，指定基準及び審査基準を満たしていると認められる場合

は，変更届出書に受理印を押印する。 

２ 市長は，必要に応じて受理印を押印した変更届出書の写しを交付することにより，申請者に受理

を通知するものとする。 

３ 市長は，受理後，介護保険事業者台帳等管理システムに必要事項を入力して，福岡県知事に送信

するものとする。 

 

第６章 休止・廃止届 

（休止・廃止届） 

第29条 申請者は，廃止等の日の１月前までに，第８章及び要綱に定める廃止（休止）届出書又は指

定辞退届出書（以下この章において「届出書」という。）に，廃止等に当たり講じた措置報告書（様

式⑨）を添えて，市長に休止・廃止届を行うものとする。 

２ 休止の期間は，延長を含め最大１年間とする。 

 

（審査等） 

第30条 市長は，届出書の提出を受けた場合は，仮受理印を押印し，次に掲げる審査を行うものとす

る。 

(1) 書類審査 指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づく審査 

(2) その他必要と認められる審査 

２ 市長は，前項の審査の結果，補正が必要なものについては，相当の期限を定めて，申請者に補正



を求めるものとする。 

３ 市長は，申請者が前項の規定による期限までに補正を行わず，改善が見込めない場合は，届出書

の差戻しを行うものとする。 

 

（届出の受理） 

第31条 市長は，前条に定める審査の結果，廃止等の要件を満たしていると認められる場合は，休止・

廃止・辞退届受理通知書（様式⑩）により，申請者に受理を通知するものとする。 

２ 市長は，受理後，介護保険事業者台帳等管理システムに必要事項を入力して，福岡県知事に送信

するものとする。 

 

（公示） 

第 32条 市長は，法第78条，第78条の 11，第93条，第104条の２，第115条の10及び第115条

の20の規定に基づき，届出書を受理した場合は，受理した日の属する月の末日までに，事業者の名

称，当該指定等に係る事業所の所在地その他の省令に定めのある事項を福岡県知事に届け出るとと

もに，公示の手続きを行うものとする。また，法第85条及び第115条の30の規定に基づき，届出

書を受理した場合は，受理した日の属する月の末日までに，事業者の名称，当該指定に係る事業所

の所在地その他の省令に定めのある事項について，公示の手続きを行うものとする。なお，法第85

条及び第115条の30の規定にかかわらず，居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の届出書を

受理した場合も，他の届出書の受理と同様に福岡県知事に届け出るものとする。 

２ 福岡県知事への届出については，介護サービス等事業者の廃止等に係る届出書（様式⑪）に必要

書類を添付して行うものとする。 

 

第７章 再開届 

（再開申請） 

第33条 申請者は，事業を再開した日から10日以内に第８章及び要綱に定める再開届出書に，別表

６に定める書類を添えて，市長に再開届を行うものとする。 

 

（審査等） 

第34条 市長は，再開届出書の提出を受けた場合は，仮受理印を押印し，次に掲げる審査を行うもの

とする。 

(1) 書類審査 指定基準及び審査基準その他関係法令等に基づく審査 

(2) その他必要と認められる審査 

２ 市長は，前項の審査の結果，補正が必要なものについては，相当の期限を定めて，申請者に補正

を求めるものとする。 

３ 市長は，申請者が前項の規定による期限までに補正を行わず，改善が見込めない場合は，再開届

出書の差戻しを行うものとする。 

 

（届出の受理） 

第35条 市長は，前条に定める審査の結果，要件を満たしていると認められる場合は，再開届受理通

知書（様式⑫）により，申請者に受理を通知するものとする。 

３ 市長は，介護保険事業者台帳等管理システムに必要事項を入力して，福岡県知事に送信するもの

とする。 

 



第８章 申請書等 

（指定又は許可の申請等） 

第36条 規則第10条の規定に基づき福岡市が行う指定又は許可の申請に関する事務の様式を次のよ

うに定める 

 (1) 指定（許可）申請書 様式第１号（規則第２条関係） 

 (2) 事業者指定申請書 様式第２号（規則第２条関係） 

 (3) 指定（許可）通知書 様式第３号（規則第２条関係） 

 (4) 指定通知書 様式第３号の２（規則第２条関係） 

 (5) 指定を不要とする旨の申出書 様式第４号（規則第２条関係） 

 (6) 指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書 様式第５号（規則第３条関係） 

 (7) 変更届出書 様式第６号（規則第３条関係） 

 (8) 再開届出書 様式第７号（規則第３条関係） 

 (9) 廃止（休止）届出書 様式第８号（規則第３条関係） 

 (10) 介護老人保健施設開設許可事項変更申請書 様式第９号（規則第３条関係） 

 (11) 介護老人保健施設管理者承認申請書 様式第10号（規則第３条関係） 

 (12) 介護医療院開設許可事項変更申請書 様式第10号の２（規則第３条関係） 

 (13) 指定介護療養型施設指定変更申請書 様式第11号（規則第３条関係） 

 (14) 介護医療院管理者承認申請書 様式第11号の２（規則第３条関係） 

 (15) 指定辞退届出書 様式第12号（規則第４条関係） 

 (16) 指定（許可）取消通知書 様式第13号（規則第５条関係） 

 (17) 指定（許可）更新申請書 様式第14号（規則第６条関係） 

 (18) 指定（許可）更新通知書 様式第15号（規則第６条関係） 

 (19) 介護老人保健施設広告事項許可申請書 様式第16号（規則第７条関係） 

 (20) 介護医療院広告事項許可申請書 様式第17号（規則第７条の２関係） 

 

第９章 雑則 

（その他の様式） 

第37条 指定等事務に必要な様式について，別表７のとおり参考様式を定める。 

 

（委任） 

第38条 この要領に定めるもののほか，指定等事務に関し必要な事項は，高齢社会部長が定める。 

２ この要領の規定にかかわらず，公募を行う指定等に係る事務に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は，平成25年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は，平成27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 



第１条 この要領は，平成30年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は，平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は，令和２年３月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は，令和３年４月15日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要領は，令和３年５月１日から施行する。 

 

 

別表１ 介護サービス等事業（第２条関係） 

区分 サービスの種類 

居宅サービス 訪問介護 

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 

通所介護 

通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

特定施設入居者生活介護 

福祉用具貸与 

特定福祉用具販売 

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 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防福祉用具貸与 



特定介護予防福祉用具販売 

居宅介護支援 居宅介護支援 

介護予防支援 介護予防支援 

施設サービス 介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

介護医療院 

地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

複合型サービス 

地域密着型介護予防サービス 介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

第1号訪問事業 介護予防型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

第1号通所事業 介護予防型通所サービス 

生活支援型通所サービス 

 

別表２ 指定申請 提出書類一覧表（第６条関係） 

別添のとおり 

 

別表３ 指定更新の申請期限の通知（第14条関係） 

指定の有効期間満了日 時期 

４月１日～６月30日 
前年度の12月中旬 

７月１日～９月30日 

10月１日～12月 31日 
当年度の６月中旬 

１月１日～３月31日 

※ 年度 … ４月１日から翌年３月31日までの期間を指す。 

 

別表４ 指定更新申請 提出書類一覧表（第14条関係） 

別添のとおり 

 

別表５ 指定変更申請（第19条関係） 

サービス名 事前協議を要する申請事項 

特定施設入居者生活介護 法第70条の３の規定による指定の変更 

介護老人保健施設 法第94条第２項の規定による変更の許可 



法第95条の規定による承認 

介護療養型医療施設 旧法第108第１項の規定による指定の変更 

介護医療院 法第107条第１項の規定による変更の許可 

 

別表６ 再開届の添付書類一覧（第33条関係） 

添 付 書 類 備 考 

（指定申請提出書類一覧表参照） 

誓約書 別途様式あり 

福岡市税に滞納がない証明  

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式１ 

組織体制図  － 

雇用（予定）証明書 参考様式９ 

資格証の写し － 

事業所のサービス提供責任者経歴書 

（訪問介護事業所のみ） 

参考様式２ 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別途様式あり 

その他再開に必要と認める書類 － 

 

別表７ 参考様式一覧表 

別添のとおり 

 

様式①～⑫ 

別添のとおり 
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