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介護サービス事業所指定（許可）更新申請の手引き 

１ 指定更新申請の概要 

介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年

間の期限が設けられています。現在指定を受けている事業所は、指定日から6年を経過する際

に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失います。また、人員・設備・

運営などの指定基準を満たしていない場合や、申請法人やその役員等が過去に指定取消処分を

受けた場合など、法律上の欠格事由に該当するときは、指定（許可）更新を受けることができ

ません。 

 前回指定日から6年を経過する日が「有効期間満了日」となり、その翌日が「更新予定日」

となります。 

（例） 

指定年月日 
有効期間満了日 

（更新の期限） 

更新予定日 

（有効期間満了日の翌日） 

平成29年 4月 1日 令和５年 3月31日 令和５年 4月1日 

平成30年 1月 1日 令和５年12月31日 令和６年 １月1日 

平成30年 4月 1日 令和６年 3月31日 令和６年 4月1日 

※令和５年度は、平成29年4月2日から平成30年4月1日までに指定を受けた事業所が更新対象で

す。

２ 指定（許可）更新の対象 

（１）対象事業所

対象サービス 根拠法令 

指定居宅サービス事業者 介護保険法第70条の2 

指定介護予防サービス事業者 介護保険法第115条の11 

指定居宅介護支援事業者 介護保険法第79条の2 

指定介護老人福祉施設 介護保険法第86条の2 

介護老人保健施設 介護保険法第94条の2 

指定介護療養型医療施設 旧介護保険法第107条の2 

介護医療院 介護保険法第108条 

指定地域密着型サービス事業者 介護保険法第78条の12 

指定地域密着型介護予防サービス事業者 介護保険法第115条の21 

指定介護予防支援事業者 介護保険法第115条の31 

第一号事業者 

（介護予防型訪問サービス事業者、 

介護予防型通所サービス事業者、 

生活支援型訪問サービス事業者、 

生活支援型通所サービス事業者） 
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 （２）対象とならない事業所 

医療みなし指定の事業所及び施設みなし指定の事業所は、更新手続きの必要はありません。 

医療みなし指定 施設みなし指定 

・病院又は診療所の行う 

「訪問看護」（※１） 

「訪問リハビリテーション」 

「通所リハビリテーション」（※２） 

「居宅療養管理指導」 

・薬局の行う「居宅療養管理指導」 

・介護老人保健施設で行う 

「通所リハビリテーション」 

「短期入所療養介護」 

・介護療養型医療施設で行う 

「短期入所療養介護」 

※１ 訪問看護ステーションは更新手続きが必要です。 

※２ 保険医療機関で通所リハビリテーションの指定を受けている事業所につきまして

は、平成21年４月の制度改正により、指定期間満了日をもって、みなし指定に切

り替わることとなりますので、更新手続きを行っていただく必要はありません。 

 

 

３ 指定申請書類の提出期限・提出方法  
 

市内の事業所は「事業所指定更新申請に係る手続きについて（通知）」に記載する受付日時

に、当課まで申請書類及び申請手数料をご持参ください。市外に所在する事業所は「事業所指

定更新に係る手続きについて（通知）」に記載されている受付期間に当課まで書類をご郵送く

ださい。 

 ※サービス種類により担当係が異なりますので、ご注意ください。 

 

  ■提出先 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課（福岡市役所本館12階 12番窓口） 

 

  ■問合せ先 

サービス種類 担当係 

訪問介護、介護予防型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

在宅指導係 

（TEL：092-711-4257） 

（FAX：092-726-3328） 

（介護予防）訪問入浴介護 

（介護予防）訪問看護 

（介護予防）居宅療養管理指導 

通所介護、介護予防型通所サービス 

生活支援型通所サービス 

（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 

介護予防支援 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護 

（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 
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看護小規模多機能型居宅介護 

（介護予防）特定施設入居者生活介護 

施設指導係 

（TEL：092-711-4319） 

（FAX：092-726-3328） 

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 

地域密着型特定施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

（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）認知症対応型共同生活介護 

 

 

４ 指定（許可）更新手数料  
 

指定（許可）更新申請の際は、下記のとおり「福岡市手数料条例」に基づく手数料が必要で

す。 

福岡市役所のホームページに掲載されている「福岡市収入証紙貼付簿」に福岡市収入証紙を

貼り付けて、指定申請書類と一緒にご提出ください。 

福岡市収入証紙は、福岡市役所地下１階政府刊行物福岡市役所内サービスステーションで販

売しています。 

 

サービス種類 
指定（許可）更新 

手数料の額 
手数料計算の例 

居宅サービス 20,000円  

・訪問介護と通所介護を 

同時に申請する場合 

 →40,000円 

（2件×20,000円） 

 

・訪問介護と介護予防型訪問サー

ビスを同時に申請する場合 

→20,000円 

※指定期間満了日が同日である

場合に限る 

 

・訪問介護と介護予防型訪問サー

ビスと生活支援型訪問サービス

を同時に申請する場合 

→20,000円 

※指定期間満了日が同日である

介護予防サービス 20,000円 

居宅介護支援 20,000円 

介護老人福祉施設 25,000円 

介護老人保健施設 33,000円 

介護療養型医療施設 25,000円 

介護医療院 25,000円 

地域密着型サービス 20,000円 

地域密着型介護予防サービス 20,000円 

介護予防支援 20,000円 

第一号事業 

（介護予防型訪問サービス） 

（介護予防型通所サービス） 

20,000円 
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第一号事業 

（生活支援型訪問サービス） 

（生活支援型通所サービス） 

10,000円 

場合に限る 

 

・市外の介護予防型訪問サービス

と生活支援型訪問サービスを同

時に申請する場合  

→10,000円  

※市外の介護予防型訪問サービ

スが訪問介護と一体的に実施

されている場合に限る  

 

※手数料はサービス種類ごとに必要となります。なお、指定介護予防サービスまたは指定

地域密着型介護予防サービスに係る手数料については、同種の指定居宅サービスまたは

指定地域密着型サービスの指定更新申請を同時に行う場合（指定期間満了日が同日）に

限り必要ありません。 

※下記の場合については、手数料が免除されます。 

・市外に所在する地域密着型（介護予防）サービス事業所で、事業所所在地市区町村長

の指定を受けている場合 

・市外に所在する第一号事業のうち介護予防型訪問（通所）サービス事業所で、事業所

所在地市区町村長の指定を受けた本体事業所（訪問介護事業所、（地域密着型）通所

介護事業所）と一体的に運営している場合 

 
 
５ 手続きの流れ  
 

 一連の手続きの流れは、以下のとおりとなります。 

 

 ① 申請書類の提出及び手数料の納付 

  「事業所指定更新申請に係る手続きについて（通知）」に記載された受付期間に、申請書

類及び申請手数料をお持ちください。（市外に所在する事業所は、申請書類をご郵送くだ

さい。）なお、更新される意思のない場合（有効期限の満了をもって事業を廃止される場

合）は、「廃止届出書」を提出してください。 

 

 ② 書類審査 

事業者指導課にて申請書類の審査を行います。書類に不備等がある場合、電話やファック

ス、E-Mail等で連絡させていただきます。 

 

 ③ 現地確認 

  現地確認を行います。 

 

 ④ 指定更新通知書交付 

  指定（許可）更新を決定した事業所に対しては、指定有効期間満了日までに、指定（許可）

更新通知書を郵送する予定です。お手元に届きましたら、従来の指定通知書に代えて、事

業所に掲示してください。 
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６ 指定（許可）更新申請の提出書類・作成方法  
 

福岡市ホームページ掲載の指定更新申請提出書類チェック表に掲載された書類を、１事業所

ごとに作成し、１部を提出してください。なお、申請書類については、必ず事業所控え（コピ

ー）を保管しておいてください。 

訪問介護と介護予防型訪問サービスと生活支援型訪問サービス、通所介護（地域密着型通所

介護）と介護予防型通所サービスと生活支援型通所サービスを同時に申請する場合（指定有効

期間満了日が同日である場合に限る）は、訪問介護・介護予防型訪問サービス、通所介護（地

域密着型通所介護）・介護予防型通所サービスとして1部、生活支援型訪問サービスとして1

部の合計2部を提出してください。 

 

（１）添付書類（別紙参照） 

添付書類の様式等は、福岡市役所のホームページからダウンロードしてください。 

 【指定申請書の掲載場所】 

福岡市ホームページ：https://www.city.fukuoka.lg.jp/ 

（高齢・介護＞事業者の方へ＞介護サービス事業等の申請・届出について） 

 

（２）申請書類の作成方法 

①提出書類一覧表の番号ごとに仕切紙（白紙の表紙：例参照）をつけ、各仕切紙にインデ

ックスをつけてください。インデックスは番号のみ記載してください。 

②資料を綴じる順番は、指定更新申請提出書類チェック表の順番のとおりとしてください。 

③資料は A4 サイズとし、平面図等で A3 サイズとなる場合は A4 サイズに折り畳んでく

ださい。 

④可能な限り、両面コピーにしてください。 

⑤法人の印鑑を押す箇所は、全て実印を押印してください。 

⑥契約関係書類（建物賃貸借契約書等）など契約者同士で原本を保管するものは、写しの

提出で構いません。 

⑦各提出書類の作成に当たっては、指定更新申請 提出書類チェック表を使い、自主点検

をしてください。 

⑧様式を変更している場合がありますので、現在、市のホームページに掲載しているもの

をダウンロードしてください。 

 

 

（例）仕切紙、インデックス          

 

 

 

 

 

           

※フラットファイル等でファイリング 

           して提出してください 

 
 
 

提出書類 

 

インデックス 

 

仕切紙 

（白紙） 

１
２
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７ 現地確認について  
 

・現地確認の日時につきましては、書類審査後、日程調整をさせていただきます。 
・現地では事業の運営状況、提出書類との整合性等について、管理者にヒアリングさせてい

ただきます。 
・現地確認時に準備していただくものは次のとおりです。 

1) 従業者の出勤状況が確認できる書類（出勤簿、タイムカード、シフト表等） 

2) 従業者の雇用契約書、労働条件通知書、守秘義務（個人情報保護）に関する誓約書等 

3) 研修の年間計画書（直近２年分）、従業者の研修状況を確認できる書類（研修報告書等） 

4) 事故・苦情対応のマニュアル及び事故・苦情の記録 

5）消防訓練・避難訓練の実施状況が確認できる書類（通所系・入所系のみ） 

6）業務日誌、送迎記録（通所系サービス事業所のみ） 

7）運営推進会議又は医療・介護連携推進会議の記録（該当事業所のみ） 

8）介護報酬（加算、減算）の根拠資料（該当時のみ） 

例）サービス提供体制強化加算等の計算根拠資料等 

9）利用者に関する主な記録 

※時系列に整理し、データで保管されている記録については、当日担当者がすぐに確認で

きるようにしておいてください。 

（契約書、重要事項説明書、個人情報利用の同意書、介護保険被保険者証の写し、ア

セスメント、サービス担当者会議記録、居宅サービス計画書、個別サービス計画書、

サービス提供記録、実績提供表、請求書、領収書 等） 

※記録は概ね直近一年分をご準備ください。 

※上記以外にも、運営状況の確認に必要な書類の準備を求める場合があります。 

  

 

８ その他（注意事項等）  
 

（１）休止中の事業所について 

休止中の事業所は、介護保険法に規定する欠格条項（居宅サービスの場合、同法第70条

第2項第2号）に該当しますので、指定更新を受けることができません。したがって、指定

の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなり、指定事業所ではなくなりますので、

介護保険から報酬を受けられなくなります。指定更新申請を行う場合は、事前に当課まで連

絡の上、速やかに再開届出書を提出してください。 

また、事業再開の予定がない事業所については、速やかに廃止届出書を提出してください。 

 

（２）申請書提出後に、変更が生じた場合について 

直ちに、変更届及びその添付書類を添えて提出してください。 

 

（３）申請書提出後に、事業所を廃止する場合について 

あらかじめ連絡の上、廃止届出書を提出してください。この場合、指定更新申請審査手数

料については、返還できませんので、ご了承ください。 


