
 

1 

 

 

 

指定申請に関する事業者説明会資料（緩和基準サービス） 
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１ 総合事業における指定申請手続等について 

（１）指定申請・届出が必要な事業所について 

  次の表のとおり、サービス提供にあたり必要な手続が異なります。 

＜表１＞ 

 

現行相当サービ

ス 
緩和基準サービス 

平成 27年 3月 31日までに介護予防訪問介護・介護

予防通所介護にかかる千葉市の指定を受けた事業所 
手続不要 

サービス開始届出

が必要※ 

上記以外 
新規指定申請が

必要 

新規指定申請が必

要 

  ※サービス開始届出を行う場合は、後掲する事業所指定申請書兼みなし指定事業所サ

ービス開始届出書のみを提出してください。 

（２）指定申請手続等の流れについて（平成２９年４月１日付け指定を受ける場合） 

  新規指定申請を行うにあたっては、実施するサービスにより申請方法が異なります。 

  ア 現行相当サービスの場合 

＜表２＞ 

区分 申請の時期 申請方法 

平成 27 年 4 月 1 日以

降に介護予防訪問介

護又は介護予防通所

介護の指定を受けた

事業所の場合 

通所介護

相当サー

ビス 

平成 29年 1月 23

日(月曜日) 

～平成 29年 2月

17日（金曜日) 

申請書類一式を次の宛先まで「郵送」

してください。 

〒260-8722 

千葉市中央区千葉港 1-1 

千葉市保健福祉局高齢障害部介護保

険課事業者指導班 同上 

訪問介護

相当サー

ビス 

平成 29年 2月 20

日(月曜日) 

～平成 29年 3月

10日（金曜日) 

平成 29 年 1 月以降 3 月までの間

に介護予防訪問介護又は介護予防

通所介護の新規申請をする予定の

事業所の場合 

介護予防訪問介

護又は介護予防

通所介護の新規

申請に合わせて

申請してくださ

い。 

「対面方式」で申請を受け付けます。

次の電話番号にて日時の予約をした

うえでお越しください。 

TEL:043-245-5062 

介護保険課事業者指導班 
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 イ 緩和基準サービスの場合 

  （ア）新規指定申請（みなし指定事業所以外） 

指定申請の受付は対面方式にて行いますので、次の連絡先電話番号にて日時の予

約を必ず行ってください。予約がない場合は、対応できない場合もあります。 

TEL：043-245-5068 

担当：介護保険課総合事業準備班 

  （イ）サービス開始届出（みなし指定事業所） 

後掲３（１）の事業所指定申請書兼みなし指定事業所サービス開始届出書（資料

３）を、次の期間内に郵送または持参してください。 

受付期間（第１期） 平成２９年１月１２日（木）～平成２９年１月３１日（火） 

届出先 〒260-8722 

千葉市中央区千葉港 1-1 

千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険課総合事業準備班 

提出書類 ・事業所指定申請書兼みなし指定事業所サービス開始届出書 

・（生活援助型訪問サービスの場合）生活援助型訪問サービス

従事者研修申込書 

 

２ 緩和基準サービスの指定基準の考え方について 

（１）生活援助型訪問サービスについて 

  ア 指定基準について 

 

 現行相当サービス（現行の介護予防訪問介護相当） 緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ） 

サービス名称 訪問介護相当サービス 生活援助型訪問サービス 

事業主体 営利法人、非営利法人 同左 

サービス対象者 原則として要支援者 原則として要支援者 

提供するサービス 
身体介護中心（生活援助型サービスのみを提供する場合は、生活援助

型訪問サービス） 
生活援助型サービス（買い物、調理等の支援） 

人員基準 

※管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所等

の職務に従事可能 

※一部非常勤職員も可能 

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従 1人以上※ 

サービス 

提供責任者 

介護福祉士等 常勤の訪問介護員等のうち、

利用者 40人に 1人以上※ 

訪問介護員 介護福祉士等 常勤換算 2.5人以上 

※管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所等

の職務に従事可能 

 

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従 1人以上※ 

訪問事業 

責任者 

介護職員初任者

研修修了者等 

訪問介護員等のうち、常勤換

算で 1人以上（必要数） 

訪問介護員 なし 必要数 

設備基準 事務室、相談室（相談スペース）その他必要な設備及び備品等 同左 

運営基準 介護予防訪問介護に同じ。 同左 

報酬単価 

●キャンセルがない場合はこれまでと同様の報酬単価となる。 

 １回当たり単価 月当たり上限 

週１回程度 266単位（1～3回） 1,168単位（4回以上） 

週２回程度 270単位（5～7回） 2,335単位（8回以上） 

週３回以上 285単位（9～11回） 3,704単位（12回以上） 

 

 

 

 

 

●月の利用回数に関係なく一律に算定 

 １回当たり単価 月当たり上限 

週１回程度 

227単位 

1,135単位（5回） 

週２回程度 2,270単位（10回） 

週３回以上 3,161単位（13回以上） 

サービスの担い手 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等の有資格者 無資格者（市が実施する研修の修了者及びこれと同等の者） 
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  イ 一体的運営の取扱いについて 

    資料２のとおり 

（２）ミニデイ型通所サービスについて 

  ア 指定基準について 

 

  イ 一体的運営の取扱いについて 

    ミニデイ型通所サービスと、通所介護又は通所介護相当サービスとの一体的運営

規程は設けません。 

    ※通所介護と通所介護相当サービスとの一体的運営規程については、これまでの

通所介護と介護予防通所介護との一体的運営規程と同じものを設けます。 

 

３ 緩和基準サービスにおける指定申請書類について 

（１）指定申請書類について 

  次の書類をご用意いただき、指定申請時に提出してください。 

  ○事業所指定申請書兼みなし指定事業所サービス開始届出書（資料３） 

○第１号事業に係る指定申請書類一覧（資料４）に記載されている書類のうち、該当

するもの 

（２）各申請書類の記載における注意事項について 

  ◇指定申請書兼サービス開始届出書（様式第１号） 

  ⇒記載例をお示ししておりますので、ご確認ください。 

   

 現行相当サービス（現行の介護予防通所介護相当） 緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ） 

サービス名称 通所介護相当サービス ミニデイ型通所サービス 

事業主体 営利法人、非営利法人 同左 

サービス対象者 原則として要支援者 原則として要支援者 

提供するサ

ービス 

レクリエーション、機能訓練等 【要送迎】 

●提供時間について「３時間以上」と「２時間以上３時間未満」の２つの区分を設ける。 
レクリエーション、介護予防を目的とした体操等 【要送迎】 

人員基準 

※管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従１人以上※ 

生活相談員 介護福祉士等 専従１以上 

看護職員 看護師等 単位ごとに専従１人以上 

介護職員 なし ・利用者 15人以下：専従 1人以上 

・利用者 15人超： 利用者 1人に専従 0.2人以上 

機能訓練指導員 理学療法士等 専従１人以上 
※管理上支障がない場合は、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能  

 資格要件 配置基準 

管理者 なし 常勤専従１人以上※ 

介護職員 なし ・利用者 15人以下： 

専従 1人以上 

・利用者 15人超： 

利用者 1 人に専従 0.2 人以上  

設備基準 
・食堂及び機能訓練室（利用定員×３㎡） 

・静養室、相談室（相談スペース）、事務室、必要な設備・備品 

・サービス提供に必要な場所（利用定員×３㎡） 

・相談室（相談スペース）、事務室、必要な設備・備品 

運営基準 介護予防通所介護に同じ。 同左 

報酬単価 

●キャンセルがない場合はこれまでと同様の報酬単位となる。 

 ３時間以上 ２時間以上３時間未満 

１回当たり単価 月当たり上限 １回当たり単価 月当たり上限 

週１回程度 378単位（1～3回） 1,647単位（4回以上） 265単位 1,153 単位（4 回以上）  

週２回程度 389単位（5～7回） 3,377単位（8回以上） 272単位 2,364 単位（8 回以上）  
●月の利用回数に関係なく一律に算定 

 １回当たり単価 月当たり上限 

週１回程度 
318単位 

1,590単位（5回） 

週２回程度 2,841単位（9回以上） 
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◇付表 

   サービスによって添付する書類が異なります。 

サービス名 必要な付表 サービス名 必要な付表 

訪問介護相当サービス 付表１※ 通所介護相当サービス 付表６・別紙 

生活援助型訪問サービス 付表１※ ミニデイ型通所サービス 付表 17・別紙 

  ※訪問介護・訪問介護相当サービスと生活援助型訪問サービスを一体的に運営する場

合には、一体で行うサービスについて１枚付表を作成します。各サービスを別々に

行う場合は、それぞれのサービスごとに１枚ずつ付表を作成してください。 

  ◇定款 

  ・法人名、目的等、役員名が履歴事項全部証明書と一致していること。 

  ・定款変更があり、履歴事項全部証明書に定款変更が未だ反映されていない場合は役

員会の議事録を添付すること。 

  ◇サービス提供責任者の経歴（参考様式２） 

   訪問介護相当サービス（サービス提供責任者）及び生活援助型サービス（訪問事業

責任者）ごとにそれぞれ作成すること。 

  ◇欠格事由に該当しない旨の誓約書（総合事業 参考様式９－１－７） 

  ⇒総合事業用の様式を新たに用意していますので、様式をご確認ください。 
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申請書類作成上の留意事項（生活援助型訪問サービス・ミニデイ型通所サービス） 

 

１ 指定申請書兼サービス開始届出書（様式第１号）   

○ 「申請者」の欄には、法人の名称、所在地、代表者の職氏名等を記入してください。 

○ 「法人の種別」の欄は、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」「株式会社」

「有限会社」等の別を記入してください。 

○ 「法人所轄庁」の欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載し

てください。 

○ 「指定を受けようとする（サービスを開始する）事業所」の欄は、今回申請するものに

ついて、「実施事業」に“○”を記入し、「事業開始予定年月日」に日付を記入してくださ

い（平成 29 年 4 月 1 日から事業を開始しようとする場合は“H29．4．1”と記入して

ください）。 

○ 「居宅サービス事業・介護予防サービス事業」の欄は、今回申請するものと同一の所在

地において、訪問介護・通所介護・介護予防訪問介護・介護予防通所介護のいずれかの事

業の指定を受けている又は同時に指定を受けようとする場合に、該当する「実施事業」に

“○”を記入し、同時に指定を受けようとするものについては「事業開始予定年月日」に、

すでに指定を受けているものについては「指定年月日」にその日付を記入してください。 

 

２ 付表１（訪問介護相当サービス・生活援助型訪問サービス用）又は付表１７（ミニデイ型

通所サービス相当用） 

〔共通〕 

○ 指定予定月の内容で記入してください。（平成 29 年 4 月 1 日付け指定を受けようとする

場合は、平成 29 年 4 月 1 日現在の内容を見込みで記入してください。） 

○ 「事業所」の欄に記入する事業所の名称・所在地は、運営規程に記載したものと一致さ

せてください。 

○ 「当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為等の条文」の欄は、定款等の記載

のうち、今回申請する事業を定めている条項を記入してください。 

○ 「管理者」の欄に記入する内容は、『管理者経歴書（参考様式２）』と一致させてくださ

い。 

○ 「従業者の職種・員数」の欄に記載する職種・員数は、『従業者の勤務体制および勤務形

態一覧表(参考様式１－１)』に記載した職種・員数と一致させてください。 

〔付表１〕 

○ 付表１の「利用者数（前３月の平均値又は推定数）」の欄には、既に訪問介護及び介護予

防訪問介護の指定を受けている事業所にあっては申請月の前 3 か月の利用者数の平均を、

指定を受けていない事業所にあっては推定値を記入してください。 

○ 付表 1 の「サービス提供責任者等」の欄に記載する内容は、『サービス提供責任者等経歴

書（参考様式２）』と一致させてください。 

○ 付表 1 の「主な掲示事項」の欄に記載する内容は、運営規程に記載したものと一致させ

てください。 

  なお、営業日・営業時間とサービス提供日・サービス提供時間が異なる場合は、それぞ

れの曜日と時間を分けて記入してください。（次頁につづく） 
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  例）営業日 月～金（祝日除く） 営業時間 9：00～18：00  

    サービス提供日 月～日  サービス提供時間 24 時間対応 

〔付表１７〕 

○ 付表１７の「主な掲示事項」の欄に記載する内容は、『運営規程』に記載したものと一致

させてください。 

  なお、複数の単位に分けてサービスを提供している場合は、『付表１７別紙』も作成して

ください。 

 

３ 定款、寄附行為（写しでも可）   

○ 介護予防・日常生活支援総合事業の開始に当たり、定款等に規定された目的について変

更手続き中の場合は、現行の定款等に加え、定款等の改正に係る議事録等の写しを添付し

てください。 

 

４ 履歴事項全部証明書   

○ 原本を添付してください。ただし、目的や役員等の変更登記を行っている場合であって

当該登記が完了していない場合は、申請時には法務局に提出した変更登記申請書の写しを

添付し、登記完了後、変更後の内容が記載された履歴事項全部証明書を提出してください。 

  

５ 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(参考様式１－１) 

〔共通〕 

○ 指定予定月の内容で記入してください。（平成29年4月1日付け指定を受けようとす

る場合は、平成29年4月1日現在の内容を見込みで記入してください。） 

○ 「勤務形態」欄に記入する常勤・非常勤の別、専従・兼務の別は、以下により判断し

てください。 

・「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間が基本。）に達

している者をいいます。そのため、法人としての雇用契約上はフルタイムであっても、

他の事業に従事している場合には、当該事業所における勤務は「非常勤」となります。 

ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第２３条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、

利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、３０時間として取

り扱うことができます。 

なお、当該事業所の管理者であって、当該事業所に併設される事業所の職務（同時

並行的に行われることが差し支えないと考えられるものに限る）に従事する場合は、

それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、

常勤の要件を満たすこととなります。 

・「専従」とは、サービス提供時間帯を通じて当該職務以外の職務に従事しないことを

いいます。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤

務時間（指定通所介護については、サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであ

り、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。 
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〔生活援助型訪問サービス〕 

○ 訪問介護・介護予防訪問介護・訪問介護相当・生活援助型訪問サービスに従事する従

業者について、その勤務時間数を記入してください。 

○ 上記事業の中で複数の職務を兼務している場合は、それぞれの職務に分けて勤務時間

数を記入してください。 

〔ミニデイ型通所サービス〕 

○ 通所介護・介護予防通所介護・通所介護相当・ミニデイ型通所サービスに従事する従

業者について、その勤務時間数を記入してください。 

○ 上記事業の中で複数の職務を兼務している場合は、それぞれの職務に分けて勤務時間

数を記入してください。 

 

６ 資格証の写し(人員基準上、資格が必要な職種のみ）   

○ 資格証の写しごと又は任意の様式で別紙を作成し、原本証明（各従業者の資格証の写し

が原本と相違ない旨の証明）をしてください。 

○ 原本証明には証明日の記入及び代表者印の押印をお願いします。 

○ 氏名変更により、資格証に記載された氏名と現在の氏名が異なっている場合は、当該氏

名変更を証明できる公的な書類（免許証・パスポートなどで氏名変更の記載があるものや

戸籍抄本等）を添付してください。 

 

７ 就業規則及び雇用契約書（もしくは辞令）の写し   

○ 雇用契約書（労働条件通知書）については、契約期間、就業の場所、従事すべき業務の

内容、始業・終業の時刻、休日及び勤務日が記載されたものを添付してください。 

 

８ 職員配置状況表 (参考様式１－２)   

○ 指定予定月の内容で記入してください。（平成 29 年 4 月 1 日付け指定を受けようとする

場合は、平成 29 年 4 月 1 日現在の内容を見込みで記入してください。） 

○ 申請者（法人）が運営する全ての介護保険サービス（総合事業を含む。）について記載し

てください（市外含む）。 

 

９ 管理者の経歴書 (参考様式２)   

○ 管理者の氏名・住所・生年月日は、『付表』と一致させてください。 

○ 最終経歴として、今回申請する事業の業務について記入してください。（他の職務を兼務

する場合にはその内容も記入してください。） 

 

１０ サービス提供責任者等の経歴（参考様式２)   

○ サービス提供責任者等の氏名・住所・生年月日は、『付表』と一致させてください。 

○ 最終経歴として、今回申請する事業の業務について記入してください。（他の職務を兼務

する場合にはその内容も記入してください。） 

○サービス提供責任者、訪問事業責任者全てについて作成してください。 
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１１ 事業所の平面図 (参考様式３)   

〔共通〕 

○ 事務室・相談室の区分、備品（机・椅子・書庫など）の位置を明示してください。 

○ 事務室と相談室が兼用の場合、パーテーション等の仕切りの位置を図示してください。 

○ 他事業と兼用の場合、各事業の区域（机・その他備品）を明示してください。 

〔ミニデイ型通所サービス〕 

○ サービス提供に必要なスペース（食堂及び機能訓練室等）の範囲を明示し、その面積を

付記してください。 

 

１２ 事業所の外観及び内部の様子がわかる写真   

○ 入口を含む外観２方向程度の写真、各部屋全体の様子が分かる写真（各室方向を変えて 2

枚程度）並びに『当該事業に係る備品一覧 (参考様式５)』に記載した備品及びその数量が

わかる写真をご用意ください。 

 

１３ 当該事業に係る備品一覧 (参考様式５)   

○ 記載例を参考に作成してください。 

○ 「備品の目録」欄には各室の名称を、「備品の品名及び数量」欄には当該室に配置する備

品（机、椅子、ＰＣ、プリンタ、ＦＡＸ、鍵付書庫、消毒用アルコールなど）及びその数

量を記入してください。 

○ 他の事業と共用する備品は、その旨を示してください。 

 

１４ 使用車両の写真・車検証の写し   

○ 使用車両の写真は、車両の全景及び車両のナンバーがはっきりわかるものをご用意くだ

さい。 

 

１５ 運営規程 

【共通】 

○ 最低限、運営基準に定められた項目を盛り込んだものを作成してください。 

○ 営業日・営業時間とサービス提供日・サービス提供時間が異なる場合は、それぞれにつ

いて記載してください。 

○ 附則の施行日は、事業開始日と一致させてください。 

 【生活援助型訪問サービス】 

 ○ 訪問介護又は訪問介護相当サービスと一体的に行う場合には、当該サービスと一体の運営

規程でも構いません。 

 

１６ 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)   

○ 「利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置」欄に記

載する苦情受付窓口の担当は、責任ある立場の者（管理者など）としてください。また、

苦情の受付日・時間・連絡先も記入してください。 

○ 「その他参考事項」欄に、公的機関の苦情相談窓口として、千葉県国民健康保険団体連

合会及び通常の事業の実施地域に係る市町村（保険者）の担当部署の連絡先を記入してく
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ださい。 

 

１７ サービス提供実施単位一覧表(参考様式７)   

○ 曜日ごとにサービス提供単位の状況を記載してください。また、サービス提供単位ごと

の利用定員を記載してください。 

○ 各単位のサービス開始時刻及び終了時刻は『運営規程』と一致させてください。 

 

１８ 決算書（無い場合は預金通帳)の写し   

○ 預金通帳を添付する場合、法人通帳（個人名不可）の表紙、１枚目、現在残高ページ印

字されているものをご用意ください。 

 

１９ 事業を行う建物の賃貸借契約書の写し   

○ 事業を行う建物が自社物件以外の場合に添付してください。なお、賃貸借契約書は、法

人代表者と賃貸人との間で契約がされているものをご用意ください。 

○ 使用目的が事業用途であるものをご用意ください。 

 

２０ 損害保険証書(損害賠償時の対応用)等の写し   

○ 事業開始日が契約期間内にあるものをご用意ください。 

○ 保証内容に申請する事業が含まれているかご確認ください。 

 

２１ 欠格事由に該当しない旨の誓約書 (総合事業 参考様式９－１－７)   

○ 「申請者」の欄には、法人の名称、所在地、代表者の職氏名等を記入してください。 

 

２２ 役員等・管理者名簿 (参考様式９－２)   

○ 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相

談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含みます。 

○ 「管理者」は、今回申請する事業の管理者のみ記入してください。 

○ 自署に代えて記名押印とする場合の印鑑は、個人印を使用してください。 

 

２３ 事業計画書(参考様式１１）   

○ 参考様式に示す１０項目について記載したものをご用意ください。 

 

２４ 収支予算書（参考様式１２）  

○ 指定予定月を起算月として、1 年間の見込みを記入してください。 

○ 収支不足が生じる場合、『事業計画書（参考様式１１）』の８（資金計画（運転資金））の

欄に、当該不足金に係る運営資金の捻出方法を記入してください。 
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○様式のダウンロード方法 

＜総合事業のページから検索する場合＞ 

１ 検索サイトで「千葉市 総合事業」と検索し、千葉市総合事業のトップページ「新し

い介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について」を開きます。 

 

２ このページの「4.総合事業の実施に係る申請・届出手続及び報酬請求手続について（事

業者向け情報）」の上段にある、「総合事業の各種サービスの指定申請に関する情報」を

クリックします。 
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３ 「指定申請に関する情報（総合事業のサービスを開始する事業者向け）」ページが開き

ます。 

 

４ このページの「2.申請書類」から各種の必要書類をダウンロードしてください。 

 

 

＜直接ホームページアドレスを入力する方法＞ 

・新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について 

http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/sougoujigyou/1sougouj

igyou_top.html 

http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/sougoujigyou/1sougoujigyou_top.html
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/sougoujigyou/1sougoujigyou_top.html
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・指定申請に関する情報（総合事業のサービスを開始する事業者向け） 

http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/sougoujigyou/shiteishi

nsei_sougoujigyou.html 

http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/sougoujigyou/shiteishinsei_sougoujigyou.html
http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohoken/sougoujigyou/shiteishinsei_sougoujigyou.html

