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１ 指定更新制度について 

（１）概要 

平成 18 年４月の改正介護保険法の施行に伴い、指定の更新制度が導入されまし

た。 

指定の更新制度は、指定事業者の基準遵守状況を定期的に確認するとともに、介

護の質の確保を図るため、事業者指定の効力に６年間の有効期間を設けたものです。 

このため、指定日（及び前回更新日）から６年を経過する際に、新たに指定の更

新手続を行わなければ、有効期間満了とともに指定の効力が失われることとなり、

以降、介護報酬の請求はできなくなります。 

また、指定更新の手続をした場合であっても、札幌市が定める指定基準を満たし

ていない場合、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、介

護保険法に定める指定の欠格事由に該当する場合は、指定の更新は行われません。 

 

（２）指定の効力の有効期間について 

指定の効力の有効期間は、指定日（及び前回更新日）から６年間となります。 

例えば、平成 24 年４月１日の指定を受けた事業所の場合、有効期間は平成 30

年３月 31 日が指定有効期間の満了日となります。 

 

（３）指定における欠格事由について 

  事業所において、人員欠如など指定基準が満たされていない場合や、事業の運営

に当たって札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第 6 号)第 2 条

第各号に規定する暴力団の支配を受けている又は密接な関係を有している場合、申

請者（法人）、法人役員、管理者等について、次に該当する場合は指定を受けるこ

とはできません。 

①  法人でない（病院等であって介護保険法第 71 条及び第 72 条に該当する場合

を除く） 

②  禁錮以上の刑を受けて、その執行が終わっていないか、今後執行を受けるこ

とがある者 

③  介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する所定の法律の規定により罰

金刑を受けて、その執行が終わっていないか、今後執行を受けることがある者 

④  労働基準法、最低賃金法及び賃金の支払の確保等に関する法律で定める規定

のうち、賃金の支払い等に係る規定により、罰金刑を受けて、その執行が終わ

っていないか、今後執行を受けることがある者 
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⑤  社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところ

により納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、これらの法律の規定

により滞納処分を受け、かつ、正当な理由なく、保険料等の全てを引き続き滞

納している者 

⑥  指定(許可)の取消から５年を経過しない者 

⑦   株式会社、持分会社で形成される同一法人グループに属する法人であって、

かつ密接な関係を有する法人が指定取消を受けたことにより連座制が適用さ

れ、その取消処分を受けた日から５年を経過しない者 

⑧   指定(許可)の取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を

行い、その届出日から５年を経過しない者 

⑨  道または市町村による立入検査後、１０日以内に指定権者から聴聞決定予定

日が通知された場合であって、聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出を行

い、その届出日から５年を経過しない者 

⑩  ５年以内に介護保険サービスに関し、不正又は著しく不当な行為をした者 

 

２ 手数料について 

 (1) 概要 

   更新申請にあたっては、申請された内容を審査に要する手数料を、平成 25 年

4 月１日からご負担いただくことになりました。 

 

 (2) 納付方法等について 

  手数料は次の手順により、札幌市が発行する納付書により納付していただきます。 

   ① 指定（許可）更新申請書類一式（以下、「指定更新申請書等」という。）

をご持参いただいた際に、不備がないことを確認 

② 納付書発行 

③ 申請者は、原則としてその日のうちに指定金融機関で納付 

④ 指定更新申請書等とともに、領収書の写しをご提出 

※その日のうちに納付できない特別な事情がありましたら、事前にご相談ください。 

 

（3）指定更新申請書等の受理 

   領収書の写しにより、手数料の納付が確認でき次第、申請書を受理します。な

お、審査の結果、札幌市条例に定める基準を満たしていないこと及び「１の⑶指

定における欠格事由について（Ｐ２）」に該当することを確認した場合は、指定

更新は行われませんが、その場合であっても、既納の手数料は還付することはで
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きませんのでご了承ください。 

 

（4）手数料の免除について 

     下記の事由に該当する場合、手数料免除申請書を提出することにより手数料の

一部又は全部が免除されます。該当する場合は指定更新申請書と一緒に手数料免

除申請書を忘れずに提出して下さい。 

① 同種のサービスにおいて、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービ

スの両方の指定を受けており、同時に指定更新を迎える事業所の介護予防サ

ービス。 

② 同種のサービスにおいて、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービ

スの両方の指定を受けており、指定更新の時期が異なる場合で、後から更新

を迎えるサービス。 

③ 同一の事業所において地域密着型通所介護と第一号通所事業を一体的に運営

し両方の指定を受けており、同時に指定更新を迎える事業所の第一号通所事

業サービス。指定時期が異なる場合は、後から更新を迎えるサービス。 

※（介護予防）認知症対応型通所介護のうち、共用型の事業所の指定更新に

ついては、手数料免除申請書の提出及び手数料は必要ありません。 

 

 （5）手数料の額 

サービス種類 指定更新等手数料 

地域密着型サービス 

（介護予防）認知症対応型通所介護 

（共用型を除く） 
1件につき 10,000円 

地域密着型通所介護（※１） 1件につき 10,000円 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 1件につき 10,000円 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 1件につき 10,000円 

看護小規模多機能型居宅介護 1件につき 10,000円 

夜間対応型訪問介護 1件につき 10,000円 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1件につき 10,000円 

地域密着型特定施設入居者生活介護 1件につき 10,000円 

地域密着型介護老人福祉施設 1件につき 25,000円 

 介護予防支援 1件につき 10,000円 

※１ 同一の事業所において第一号通所事業の指定を受けており、同時に更新を迎える場合は、 

第一号通所事業の手続きも同時に行ってください。（申請書類で一部省略できるものがあります）  
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３ 指定更新申請の手続きについて 

(1) 受付期間   

① 原則として、指定の効力の有効期間満了日の属する月の前々月 1 日から末日

までを受付期間とします（例えば、指定の有効期間満了日が７月１日の場合、

５月１日受付開始、５月３１日までの開庁日の最終日が受付の最終日です）。 

指定の効力の有効期間満了日の属する月の３ヶ月前の下旬に、札幌市から「介

護サービス事業者の指定更新に係る申請手続きのお知らせについて」を送付し

ますので、通知に記載する提出期限までに、指定更新申請書等を提出してくだ

さい。 

② 札幌市から「介護サービス事業者の指定更新に係る申請手続きのお知らせに

ついて」が届かない場合であっても、通知の受領の有無に係わらず指定の効力

の有効期間満了日の属する月の前々月末日までに、必ず指定更新申請の手続き

を行ってください。 

    〈受付期間の例〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 申請の手続き 

申請の単位 

事業所、サービスごとに申請が必要です。 

ただし、同一事業所で介護予防サービスを併せて行う場

合は、1 件の申請で可 

更新申請書 

札幌市介護保険課のホームページからダウンロードして

ください。 

【公開先（アドレス）】 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k224sk.html 

提出は 1 部ですが、必ず、事業所で副本（更新申請書の

控え）をご用意ください。 

指定更新申請 

受付期限 

（手数料納付） 

指定更新申請 

受付開始 

札幌市から事業者へ「指

定更新申請について」 

通知発出 

４月下旬 ５月１日 ５ 月 3 1 日 

までの開庁日 

指定の有効期間満了日が７月１日 ～ ７月３１日の場合 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k224sk.html
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申請書提出方法 

直接、札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課へ持

参により提出してください。 

※申請の際は、必ず事前に電話（℡011-211-2972）で

来庁日時をご連絡ください。 

申請手数料 

P.4 の表とおり 地域密着型サービスと地域密着型介護

予防サービスの同時更新等で片方のサービスの手数料が

免除される場合、免除申請書が必要です。 
 

 (3) 受付窓口・問い合わせ先 

サービス種別により異なります。 

   ① 地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設 

     窓口 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 施設指導係 

     場所 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎３階北側 

     電話 011-211-2972 FAX 011-218-5117 

   ② ①以外の地域密着型(介護予防)サービス事業所 

     窓口 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 事業指導係 

     場所 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎３階北側 

     電話 011－211－2972 FAX 011－218－5117 

 

 

 

 

 

 

(4) 休止中の事業所の取扱 

休止中の事業所は、人員基準が欠如しているなど、指定基準を満たしていな

いため、そのままでは指定更新申請をすることはできません。 

現在の指定の継続を希望する場合は、指定基準を満たした上で「再開届出書」

（様式３４の２３）を提出していただく必要があり、指定の効力の有効期間内

に再開されない場合、指定の有効期間の満了日をもって、指定の効力を失いま

す。 

介護保険法に基づく各種申請書・届出等の書類の作成や提出に関する手続き（提出代行

事務を含む）は原則として当該事業所の運営法人の職員が行ってください。 

 

また、上記事務の代行を業として行えるのは、原則として社会保険労務士のみです。 

  

社会保険労務士が来庁された場合は「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士

会会員証」をご提示いただくこともございますので、ご持参ください。 

注意 
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事業再開を含め、今後の事業運営の計画等につきまして、なるべく早い段階

で、担当係（受付窓口）にご相談ください。 

 

4 その他留意していただきたい事項 

(1) 指定の更新にあたって、「札幌市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型介護予防サービス事業者の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成 25 年札幌市条例第 9 号）」に定める基準に適合していること」という条件を

付させていただきます。これに反した場合は、指定が取り消されます。 

 

(2) 指定更新申請の手続きを受付期限内に行わなかった事業所について 

指定更新申請の受付期限経過後に行われた指定更新申請は受理できません。 

当然、現指定は失効となりますので、サービス利用者や居宅介護支援事業所な 

どの関係事業者に対して問題が生じないよう、必要な対応を速やかに行ってくだ

さい。 

事業所においては、このような事態が生じることのないよう、指定の有効期間

がいつまでなのかをしっかりと把握し、余裕を持って確実に手続きが行われるよ

う十分にご注意ください。 

指定更新申請の受付期間については、３の(1)受付期間（Ｐ.５）をご確認くださ

い。 

 

(3) 申請書の作成内容は、申請時点のものとし、変更が生じた場合は、次のとお

りの取扱とします。 

 ① 指定（許可）更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合 

  通常の更新申請書等と併せて変更届出書（様式３４の２８）を提出してくださ

い。この場合、指定（許可）更新申請書等は、変更届出書による変更後の内容で

作成してください。 

  また、過去に変更届出が必要だった事由について、変更届出書の提出漏れが判

明した場合についても同様の扱いとしますが、その場合は、変更届出遅延理由書

（任意様式）も併せて提出してください。 

 

 ② 指定（許可）更新申請後に変更届出事由が生じた場合 

・指定（許可）更新決定通知後から更新時までの間に、変更が生じた場合 

通常の変更届を提出してください。指定更新申請書等の差し替えは不要です。 
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・指定（許可）更新決定通知前の場合 

変更届の提出と同時に指定更新申請書等の差し替えが必要となります。 

ただし、参考様式 1-1「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に変更が生

じた場合（たとえば、従業員の退職等に伴う変更、従事する職種の変更など）

は、通知前、通知後ともに、差替（関連書類を含む）の提出が必要です。 

 

(4) 更新申請後に休止、廃止、指定辞退をする場合は、更新申請を取り下げてい

ただく必要があります。「指定(許可)更新申請取下書」（更新様式２）を提出して

ください。更新申請書はお返しします。 

 

(5) 指定（許可）更新決定通知後に、基準等を満たさなくなった場合、速やかに

改善を行ってください。仮に改善がない場合の取扱は、指定は取り消されます。 

 

(6) 指定更新を希望しない事業者は、指定の有効期間満了とともに、指定の効力

が失われ、事業廃止となりますので、必ずその旨、申し出たうえで、「指定(許可)

更新をしないとする旨の申出書」（更新様式１）を提出してください。 

また、事業を廃止する日の１ヶ月前までに、廃止届の提出が必要となります。 

なお、指定の有効期間満了の前に廃止する場合は、廃止届のみ提出してくださ

い。 

 

(7) みなし指定等により、札幌市外の他市町村の利用者がいる場合には、当該市

町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。 

   詳しくは、当該市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。 

 

(8) 指定までの流れ 

審  査 ○ 指定更新申請書等の記載内容や添付書類に不備があった

場合は、電話等で確認のうえ、書類の再提出等を求める場

合がありますので、事業所においては必ず指定更新申請書

等の副本を控えておいてください。 

○ 受付期間を過ぎて指定する期限までに再提出がなかった

場合、申請書が完備していないものとして、申請受付がで

きませんのでご注意ください。 

○ 人員、設備、運営等指定基準に適合しない場合や指定の

欠格事由に該当する場合は、指定更新は受けられません。

（特に、人員は、減算の対象か否かにかかわらず、基準自
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体を満たす必要があります。） 

○ 必要に応じて、人員、設備、運営等に関する指定基準に

適合しているかを確認するために現地確認を行います。現

地確認を行う場合は、別途、お知らせします。 

決  定 ○ 更新に係る指定日は、前回指定の有効期間満了日の翌日

付けとなります。（たとえば、５月 25 日が有効期間満了日

の事業者に係る指定更新日は５月 26 日となります。） 

○ 指定にあたり適正な運営を確保するため、4-(1)の条件を

付させていただきます。 

○ 指定更新の決定は、指定の効力の有効期間満了日までに

「指定（許可）更新通知書」の送付にてお知らせします。 

※ 書類の差替え等で期間を要した場合、指定の効力の

有効期間満了日までに「指定（許可）更新通知書」が

送付されない場合がありますのでご了承ください。 

○ 事業所番号の変更はありません。 
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５ 指定更新申請書等の作成方法 

 (1) 指定更新申請書等の作成方法等 

   指定更新申請書等は、申請日現在で作成してください。 

※各種様式については、ホームページに掲載しております。 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k224sk.html 

 

 (2) ファイリング 

   ① 指定更新の書類は、一括してフラットファイル又は、リングファイルに綴

ってください。 

   ② 添付書類の綴り方 

     添付書類は、「添付書類一覧表」の添付書類番号順に並べ、書類と書類の間

には、添付書類番号を記入したインデックスを付けた界紙を入れてください。 

   (3)  副本（事業所保管用写し）の作成 

     本書１部を提出してください。また、申請者保管用として、副本を作成し、

申請書提出の際は、本書と一緒に副本を御持参下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
付
け
た
界
紙
を
入
れ
る 

フラットファイルの規格 

Ａ４版（Ａ４－Ｓ）２穴 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k224sk.html
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  ６ サービス別添付書類一覧表 

書類作成時は ７ 書類作成の手引き（Ｐ２１～）を必ず参照して下さい。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表 付表21 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【シフト・時間数】２種類 参考様式1-1  

5 事業所の管理者の経歴 参考様式2-２ 

7 事業所の平面図 ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表 参考様式5 

10 随時対応サービス（オペレーションセンターサービス）の概要 自己作成 

10-2 事業の一部委託の概要 ※他の事業所に委託する場合のみ 自己作成 

11 
併設する施設等の概要  

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

16 指定訪問看護事業所等との連携の内容 自己作成 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

23 介護･医療連携推進会議の構成員 参考様式10-2 

24 資格を証明する書類 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
別紙3-2、1-3 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 
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② 夜間対応型訪問介護 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表 付表22 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【シフト・時間数】２種類 参考様式1-1 

5 事業所の管理者の経歴 参考様式2-２ 

7 事業所の平面図 ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表 参考様式5 

10 随時対応サービス（オペレーションセンターサービス）の概要 自己作成 

10-2 事業の一部委託の概要 ※他の事業所に委託する場合のみ 自己作成 

11 
併設する施設等の概要  

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

24 資格を証明する書類 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
別紙3-2、1-3 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 
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③ 地域密着型通所介護（療養通所介護を含む）及び第１号通所事業 
 

添付書類 
番 号 

必    要    書    類 
様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書（※１） 
様式34の34 

（第４号様式） 

 付表 付表6-1 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【シフト・時間数】２種類 参考様式1-1 

5 事業所の管理者の経歴 参考様式2-２ 

7 事業所の平面図 ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表 参考様式5 

11 
併設する施設等の概要  

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

14 サービス提供単位 参考様式7 

15 

当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

17 協力医療機関等との契約の内容（※２） 契約書の写し 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

２３ 
運営推進会議の構成員 参考様式10-1 

安全・サービス提供管理委員会設置に関する事項（※２） 参考様式10-3 

24 資格を証明する書類 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（※３） 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

別紙3-2、1-3 

（別紙3-３、1-４） 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 

32 手数料免除申請書（該当の場合） P.4参照  

※１ 同一の事業所において第一号通所事業を一体的に運営し、同時に更新時期を迎える場合は、第
４号様式も添付してください。 

※２ 療養通所介護の場合のみ添付してください。 
※３ 同一の事業所において第一号通所事業を一体的に運営し、同時に更新時期を迎える場合は、 
   別紙３－３及び別紙１－４も添付してください。 
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④ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 
地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの両方の指定を受けており、指定更新の時

期が異なる場合、後から更新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指

定更新時と変更がない場合は、下表の※がついている書類の提出を省略することができます。 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表(※) 

付表23-1 

（単独・併設型） 

付表23-2 

（共用型） 

 添付書類一覧表(※)  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(※)  

【シフト・時間数】２種類 
参考様式1-1 

5 
事業所の管理者の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証添付） 
参考様式2-２ 

7 事業所の平面図(※) ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表(※)  参考様式5 

11 
併設する施設等の概要(※) 

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程(※) 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※) 参考様式6 

14 サービス提供単位(※) 参考様式7 

15 

当該申請に係る資産等の状況(※) 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

23 運営推進会議の構成員(※1) 参考様式10-1 

24 資格を証明する書類(※) 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※) 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※) 
別紙3-2、1-3 

26 雇用証明書(※)・出向等証明書(※) 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 

32 手数料免除申請書（該当の場合） P.4参照  
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⑤ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 
地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの両方の指定を受けており、指定更新の時

期が異なる場合、後から更新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指

定更新時と変更がない場合は、下表の※がついている書類の提出を省略することができます。 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表(※) 

付表24-1（本体） 

付表24-2 

（サテライト） 

 添付書類一覧表(※)  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(※)  

【シフト・時間数】２種類 
参考様式1-1 

4 
代表者の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-1 

5 
事業所の管理者の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-２ 

6 
介護支援専門員の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-4 

7 事業所の平面図(※) ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表(※) 参考様式5 

11 
併設する施設等の概要(※) 

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程(※) 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※) 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況(※) 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

17 協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容(※) 写し 

18 
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体

制の概要(※) 
自己作成 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(※) 参考様式9 

23 運営推進会議の構成員(※) 参考様式10-1 

24 資格を証明する書類(※) 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※) 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※) 
別紙3-2,1-3 
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26 雇用証明書(※)・出向等証明書(※) 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書 （書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 

32 手数料免除申請書（該当の場合） P.4参照  

 
⑥ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスの両方の指定を受けており、指定更新の時

期が異なる場合、後から更新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指

定更新時と変更がない場合は、下表の※がついている書類の提出を省略することができます。 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表(※) 付表25 

 添付書類一覧表(※)  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(※) 

【シフト・時間数】２種類 
参考様式1-1 

4 
代表者の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-1 

5 
事業所の管理者の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-２ 

6 
計画作成担当者の経歴(※) 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-4 

7 事業所の平面図(※) ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表(※) 参考様式5 

11 
併設する施設等の概要(※) 

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程(※) 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※) 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況(※) 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

17 協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容(※) 写し 

18 
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体

制の概要(※) 
自己作成 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(※) 参考様式9 
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23 運営推進会議の構成員(※) 参考様式10-1 

24 資格を証明する書類(※) 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※) 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※) 
別紙3-2,1-3 

26 雇用証明書(※)・出向等証明書(※) 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 

32 手数料免除申請書（該当の場合） P.4参照  

 
⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表 付表26 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式1-1 

5 
事業所の管理者の経歴 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-２ 

7 事業所の平面図 ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表 参考様式5 

11 
併設する施設等の概要  

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

17 協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容 写し 

18 
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体

制の概要 
自己作成 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 参考様式9 

23 運営推進会議の構成員 参考様式10-1 

24 資格を証明する書類 写し 
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25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
別紙3-2,1-3 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 

 
⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表 付表27-1 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

2 特別養護老人ホームの認可証等の写し 写し 

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【シフト・時間数】２種類 参考様式1-1 

5 
事業所の管理者の経歴 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-２ 

7 
事業所の平面図及び居室面積等一覧表  

※各室の用途を明示すること 

別紙６ 

参考様式4 

9 設備・備品等に係る一覧表 参考様式5 

10-3 
本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時

間 
自己作成 

11 
併設する施設等の概要  

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

11-2 施設を供用する場合の利用計画 自己作成 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

17 協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容 写し 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 参考様式9 

23 運営推進会議の構成員 参考様式10-1 

24 資格を証明する書類 写し 
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25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
別紙3-2,1-3 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 手数料に係る領収書（書類の確認後、札幌市が納付書を発行します。） 写し 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 様式34の34 

 付表 

付表28-1（本体） 

付表 28-2（サテ

ライト） 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【シフト・時間数】２種類 参考様式1-1 

4 代表者の経歴（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 参考様式2-1 

5 
事業所の管理者の経歴 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-２ 

6 
介護支援専門員の経歴 

（厚生労働大臣が定める研修修了証等添付） 
参考様式2-4 

7 事業所の平面図 ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

9 設備・備品等に係る一覧表 参考様式5 

11 
併設する施設等の概要  

※他の施設又は事業所が併設する場合のみ 
自己作成 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

15 

当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書等の写し、「事業用」

として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約書の写し（賃

貸物件の場合のみ） 

決算報告書等写し 

17 協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約の内容 写し 

18 
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援

体制の概要 
自己作成 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 参考様式9 

23 運営推進会議の構成員 参考様式10-1 

24 資格を証明する書類 写し 
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25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
別紙3-2,1-3 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 
手数料に係る領収書の写し（書類の確認後、札幌市が納付書を発行しま

す。） 
写し 

⑩ 介護予防支援及び第1号介護予防支援事業 
 

添付書類 

番 号 
必    要    書    類 

様式又は 

参考書類 

 指定（許可）更新申請書 
様式34の34 

（※第4号様式） 

 付表 
付表29 

（※付表29-2） 

 添付書類一覧表  

1 申請者の登記事項証明書 
登記事項証明書の

原本 

3 
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

【シフト・時間数】２種類 
参考様式1-1 

5 事業所の管理者の経歴 参考様式2-２ 

7 事業所の平面図 ※各室の用途を明示すること 別紙６ 

12 運営規程 自己作成 

13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6 

15 
当該申請に係る資産等の状況 

※直近の法人の決算書、損害賠償保険証書、賃貸契約書等の写し 
決算報告書等写し 

19 
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの

提供主体との連携内容 
自己作成 

21 誓約書及び役員の氏名等 
参考様式8 

管理者を含めること 

22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 参考様式9 

24 資格を証明する書類 写し 

25 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
別紙3-2,1-3 

26 雇用証明書・出向等証明書 
参考様式 

11-1、11-2 

31 
手数料に係る領収書の写し（書類の確認後、札幌市が納付書を発行しま

す。） 
写し 

32 ※手数料免除申請書（該当の場合） P.4参照  

※ 同一の事業所において第一号介護予防支援事業を一体的に運営し、同時に更新時期を迎える場合

は、※の書類も添付してください。 

 



21 

 

7 添付書類作成の手引 

   添付書類一覧表で申請する事業の必要書類を確認してください。また、各書類の作成

に当たっては、次の事項に留意してください。 

 

添付書類 

番 号 
書類区分 形態 提出書類・作成上の留意事項 

 

指定（許可）更新申

請書 

 「受付番号」及び「事業所所在地市町村番号」欄は、記入しな

いでください。 

 

「法人の種別」欄は、申請者の法人（「社会福祉法人」、「医

療法人」、「社団法人」、「財団法人」、「株式会社」等）の

別を記入してください。 

 

「法人所轄庁」欄は、申請（開設）者が認可等を受けた法人で

ある場合は、その主務行政庁の名称を記入してください。ただ

し、営利法人（株式会社など）の場合は記載しないでください。 

 

保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ス

テーションとして既に医療機関等コードが付番されている場

合には、そのコードを「医療機関等コード」欄に記入してくだ

さい。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して、

そのすべてを記入してください。 

 

付表  

事業所名称は、正式名称を記載してください。 

 

事業所所在地は、ビル等の名称まで正確に記入してください。 

 

「主な掲示事項」のうち「利用料」欄は「介護報酬の告示上

の額」等とすることも可能です。 

「主な掲示事項」のうち「その他の費用」欄は、通常の利用

料以外に事業者が利用者から支いを受けることができる費用

をいいます。「別添運営規程に定める料金表のとおり」等とす

ることも可能です。 

１ 申請者の登記事項

証明書 

登記事項証

明書（原本） 

 

同時に複数の事業所の指定更新申請をする場合、複写し

たものに「原本は○○事業所の指定更新申請書に添付」と

記載し、原本謄写することでも提出可 

２ 特別養護老人ホー

ムの許可証等 

写し 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合のみ添

付が必要です。 
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３ 従業者の勤務体制

及び勤務形態一覧

表 

 

参考様式 1-1 

 

・サービス種別に応じた参考様式1-1を作成 

・２種類（時間数・シフト）提出 

・指定更新申請月における４週又は１月分について記
載 

・管理者及び従業者全員について、毎日の勤務時間数

を記載 

・２以上の職種を兼務する従業者については、それぞれの

時間を按分して記載 

４ 代表者の経歴 参考様式 2-1 ・住所、電話番号は自宅のものを記入 

・住所表記は省略せず、正確に記載（例：〇条●丁目△番

▲号） 

・当該事業に関する資格を有する場合は併せて記載 

資格証・研

修の修了証

の写し 

・経歴書に記載した資格及び研修等の受講状況等について

は、資格証、研修の修了証の写しを添付 

５ 
管理者の経歴 参考様式 2-2 ・住所、電話番号は自宅のものを記入 

・住所表記は省略せず、正確に記載（例：〇条●丁目△番

▲号） 

・複数の事業所・施設を管理する場合「事業所又は施設名」

を全て記入 

・複数の事業所等の職務を兼務する場合は、勤務先等に兼

務する事業所名を全て記入 

・当該事業に関する研修修了証を有する場合は併せて記載 

資格証・研

修の修了証

の写し 

・経歴書に記載した資格及び研修等の受講状況等について

は、資格証、研修の修了証の写しを添付 

６ 計画作成担当者（介

護支援専門員）の経

歴 

参考様式 2-4 ・住所、電話番号は自宅のものを記入 

・住所表記は省略せず、正確に記載（例：〇条●丁目△番

▲号） 

・複数の事業所・施設を管理する場合「事業所又は施設名」

を全て記入 

・複数の事業所等の職務を兼務する場合は、勤務先等に兼

務する事業所名を全て記入 

・当該事業に関する資格・研修修了証を有する場合は併せ

て記載 

資格証・研

修の修了証

の写し 

・経歴書に記載した資格及び研修等の受講状況等について

は、資格証、研修の修了証の写しを添付 
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７ 事業所の平面図 別紙６又は

平面図 

 

・各室の用途及び面積、寸法を記載（各室の用途の名称は、

設備基準上の名称に合わせること。  

・当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等、

使用関係をわかりやすく表示 

・規格：Ａ４又はＡ３（Ａ３の場合は折り畳んで編纂） 

９ 設備・備品等一覧表 参考様式５ 

 

・消耗品は記載不要 

・設備基準上、必要な設備及び備品ごとの種類（項目）に

分けて、その状況について記載 

10 随時対応サービス

（オペレーション

センターサービス）

の概要 

 

 

自己作成 
・サービスの概要（勤務体制等）について記載 

・夜間帯から早朝帯（18 時から翌８時）について、随時

対応サービスを複数の事業所で集約する場合は、その概

要について記載 

・随時対応サービスを集約する場合（同一法人に限る）は、

契約書等の写しを添付 

・オペレーションシステム(※)の仕様がわかるものを添付 

・利用者の心身の情報等を蓄積する機器を備えない場合

は、適切に利用者の情報等を蓄積する体制及びその情報

等の記録管理方法等について記載 

※ オペレーションシステムとは、 

① 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等、② 随

時適切に利用者からの通報を受けることができる通信

機器等、③ 利用者が適切にオペレーターに通報できる

端末機器を指します。 

10-2 事業の一部委託の

概要 

自己作成 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型

訪問介護事業所で、事業の一部を他の指定居宅サービス

事業所に委託する場合は、その概要について記載 

・委託契約書の写しを添付 

10-3 本体施設の概要、本

体施設との間の移

動経路、方法及び移

動時間 

自己作成 ・地域密着型介護老人福祉施設において、サテライト型居

住施設にあたる場合のみ作成 

11 併設する施設等の

概要 

自己作成 ・併設する施設等がある場合は作成 

・併設施設等のパンフレットがある場合は添付 

11-2 施設を共用する場

合の利用計画 

自己作成 ・必要に応じて作成 

12 運営規程 自己作成 ・基準省令を基に、具体的にわかりやすく作成 



24 

 

13 利用者からの苦情

を処理するために

講ずる措置の概要 

参考様式６ 

 記載事項 

 ・利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の

窓口・担当者の設置（担当者名や連絡先） 

・円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及

び手順 

・従業員への周知方法等 

・苦情があった事業者に対する対応方針等（居宅介

護支援事業者の場合記入） 

14 サービス提供実施

単位 

参考様式７ 

記載事項 

・曜日ごとのサービス提供単位の状況 

・サービス提供単位ごとの利用定員 

・サービス開始時間及び終了時間 

15 資産状況等 法人の直近

１期分の決

算書等の写

し 

・賃借対照表 

・損益計算書（活動収支計算書） 

・キャッシュフロー計算書等 

利用者に対

する損害賠

償責任保険

証書の写し 

・損害賠償発生時に対応可能な保険であることがわかる書

類（保険証書又は申込書の写し） 

・申込書の写しを提出する場合は、保険料を納入したこと

が分かる書類を添付 

賃貸契約書

の写し 

・建物が賃貸物件の場合のみ 

・申請法人が事業用として賃貸契約を締結していることが

分かるもの 

16 指定訪問看護事業

所等との連携の内

容 

自己作成 ・利用者の主治医及び契約する指定訪問看護事業所との業

務フロー（連携方法等）について記載。また、その内容

についてマニュアルや指針等を定めている場合にあっ

ては、その写しを添付 

・指定訪問看護事業所との連携に関する契約書の写しを添

付 

17 協力医療機関等と

の契約内容 

契約書の写

し 

・利用者の病状が急変した場合など、必要な場合に連絡を

行う協力医療機関及び協力歯科医療機関との契約書の

写し 

・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

の場合で、協力歯科医療機関がある場合は、当該協力医

療機関との契約書の写し 

18 介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、

病院等との連携体

制及び支援の体制

の概要 

自己作成 
記載事項 

① サービス提供を終了した者に対する他のサービス提

供確保のための連携・支援体制 

② 夜間における緊急時の対応等のための連携・支援体制 

③ その他参考事項 
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21 誓約書及び役員の

氏名等 

参考様式８ 

 

・役員等には管理者を含めること 

・法第７８条の２第４項各号、法第１１５条の１２第２項、

法１１５条の２第２項、（札幌市条例第３条、条例第４

条第３項）又は法第１１５条の２２第２項各号（札幌市

条例第３条、第４条第５項）に該当していないかを確認 

・役員等も上記事項に該当していないか確認 

・誓約書が複数ページにわたる場合は、法人の代表者印で

割印 

・住所表記は省略せず、正確に記載（例：〇条●丁目△番

▲号） 

22 当該事業所に勤務

する介護支援専門

員一覧 

参考様式９ ・就業開始年月日欄は、当該事業所における就業開始年月

日を記入 

介護支援専

門員証の写

し 

・資格有効期間が切れていないか確認 

研修の修了

証の写し 

・主任ケアマネ資格欄を「有」とした場合のみ添付 

 

23 各種委員会・会議の

構成員 

参 考 様 式

10-1 

（運営推進

会議） 

・運営推進会議の構成員氏名、構成区分、職名等を記載 

【構成区分】 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員

又は地域包括支援センターの職員、当該事業について知見

を有する者等の別を記入 

【職名等】 

町内会長、民生委員等を記入 

参 考 様 式

10-2 

（介護・医療連

携推進会議） 

・介護・医療連携推進会議の構成員氏名、構成区分、職名等

を記載 

【構成区分】 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関

係者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、当

該事業について知見を有する者等の別を記入 

【職名等】 

 町内会長、民生委員等を記入 

参 考 様 式

10-3 

（安全・サービ

ス提供管理委

員会） 

・安全・サービス提供管理委員会の構成員氏名、構成区分、

職名等を記載 

【構成区分】 

 地域医療関係団体員、保健等専門者、その他指定通所療養

介護の安全かつ適正なサービス提供を確保するために必

要と認められる者の別を記入 

【職名等】 

 所属団体及び職名等を記入 



26 

 

24 資格を証明する書

類 

資格証等の

写し 

・従業者の資格を確認する資料として必要です。 

・国家資格証等の資格を証明する書類の写しを添付 

（人員基準や加算等の算定要件に係るものに限りま

す） 

・添付資料番号 3 の「従業者の勤務体制及び勤務形態

一覧表」に記載した従業者の氏名順にそろえて添付 

25 地域密着型(介護

予防)サービス費

の請求に関する事

項 

別紙 3-2 

別紙 1-3 

 

※（別紙3-3、 

別紙 1-4） 

・別紙 3-2及び別紙 1-3の備考を参照 

・住所表記は省略せず、正確に記載（例：〇条●丁目△

番▲号） 

※地域密着型通所介護と同一の事業所において第一号通

所事業を一体的に運営し、同時期に更新を迎える場合

は、別紙 3-3及び別紙 1-4も添付すること。 

26 雇用証明書 

出向等証明書 
参 考 様 式

11-1（直接雇

用） 

参 考 様 式

11-2（派遣・

出向等） 

・被雇用者の住所、氏名の記載は被雇用者本人が行う

こと。 

・添付書類番号 3 の「従業者の勤務体制及び勤務形態

一覧表」に記載した従業者の氏名順にそろえて添付 

・「勤務事務所」、「勤務事務所のサービス種類」、「被雇

用者が従事する職種」、「勤務形態」には指定更新申

請時のものを記載 

・住所表記は省略せず、正確に記載（例：〇条●丁目

△番▲号） 

31 手数料に係る領

収書 

領収書の写

し 

・手数料納付書は来庁時に申請書類の内容に不備等が

ないことを確認したうえで発行いたします。その後、

金融機関で納めていただきます。 

・金融機関で手数料を納入後、領収印が押印された「納

付書・領収書（納人控）」の写しを取らせて頂き、指

定更新申請書等に当課で添付します。 

32 手数料免除申請

書 

 
・手数料が免除される事業者は来庁時、手数料免除申

請書を忘れずに持参してください（P.3～ 手数料に

ついて をよくご確認ください）。 

 


