
 

   新潟市介護サービス事業者の指定等手続きに関する要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は，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号）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た同法第２６条の規定による改正前

の介護保険法（以下「旧法」という。），介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）及び新潟市介護サービス事業者の指定等に関する要綱（平成３１年４月１日制

定。以下「指定要綱」という。）に定めるもののほか，指定居宅サービス事業者，指定

地域密着型サービス事業者，指定居宅介護支援事業者，指定介護予防サービス事業者，

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに介護保険施設の指定及び許可並び

にこれに関する届出に関し，必要な事項を定めるものとする。  

 （指定等の申請等）  

第２条 指定要綱第４条の指定又は許可を受けようとする者は，別表中第１号による様式

及び書類を市長に提出するものとする。  

（指定又は許可の更新の申請）  

第３条 指定要綱第５条の指定又は許可の更新の申請をしようとする者は，別表中第２号

による様式及び書類を市長に提出するものとする。  

（変更の届出等）  

第４条 次に掲げる法の規定による変更の届出等のうち，事業を廃止又は休止しようとす

る者は事業を廃止又は休止する日の一月前までに，休止した事業を再開した者は再開し

た日から１０日以内に，別表中第３号による様式及び書類を添付して行うものとする。  

 （１） 指定居宅サービス事業者の届出  

 （２） 指定居宅介護支援事業者の届出  



 

 （３） 介護老人保健施設の届出  

 （４） 介護医療院の届出  

 （５） 指定介護予防サービス事業者の届出 

（６） 指定地域密着型サービス事業者の届出 

 （７） 指定地域密着型介護予防サービス事業者の届出  

２ 前項各号に掲げる届出のうち，事業所の名称及び所在地又は開設者の住所その他施行

規則で定める事項の変更に係るものにあっては，変更した日から１０日以内に別表中第

４号による様式及び書類を添付して行うものとする。ただし，別表中第１号の運営規程

において，「従業者の員数」に実人数を記載する場合の変更は，この限りでない。  

 （指定介護老人福祉施設等の指定の辞退）  

第５条 次に掲げる法又は旧法の規定による指定の辞退は，一月以上の予告期間を設けて

別表中第５号による様式を提出するものとする。  

（１） 指定介護老人福祉施設の指定の辞退  

 （２） 指定介護療養型医療施設の指定の辞退  

（３） 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退  

２ 前項各号に掲げる届出のうち，事業所の名称及び所在地又は開設者の住所その他施行

規則で定める事項の変更に係るものにあっては，変更した日から１０日以内に別表中第

４号による様式及び書類を添付して行うものとする。  

（介護老人保健施設又は介護医療院に係る入所定員等の変更の許可等の申請等）  

第６条 指定要綱第６条第１項の変更の許可の申請をしようとする者は，別表中第６号に

よる様式及び書類を市長に提出するものとする。  

２ 指定要綱第６条第２項の管理させることの承認の申請をしようとする者は，別表中第

７号による様式及び書類を市長に提出するものとする。  

（介護老人保健施設又は介護医療院に係る開設者の死亡又は失そうの届出）  

第７条 指定要綱第７条の届出をしようとする者は，別表中第８号による様式を市長に提



 

出するものとする。  

（指定特定施設入居者生活介護及び指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請）  

第８条 指定要綱第８条の申請をしようとする者は，別表第９号による様式及び書類を市

長に提出するものとする。  

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附 則  

 この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は，令和２年７月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は，令和３年８月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は，令和４年１月１日から施行する。 

 

（別表）  

 サービス

の種類  
提出

様式  提出書類  

第１号  各サービ

ス共通   

１ 手数料領収証書等の写し  
２ 申請者の法人登記事項証明書又は条例等  
３ 事業所又は施設の位置図  
４ 事業所又は施設の平面図  
５ 運営規程  
６ 利用者又は入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の

概要  



 

７ 従業者の資格を証する書類  
８ 事業所又は施設の（建物）登記事項証明書等  
９ 誓約書  
１０ サービス利用に係る契約書  
１１ 重要事項説明書  
１２ 個人情報の使用に関する同意書  
１３ 掲示物  

訪問介護  

様式第

１号  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 体制届等届出書  
１６ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１７ 従業者の身分証明書の様式  
１８ サービス提供責任者の経歴書  
１９ 予防衣の衛生状況 
２０ サービス提供に関する諸様式  
２１ 広告やパンフレット  

（介護予

防）訪問

入浴介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１６ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１７ 協力医療機関との契約書の写し  
１８ 体制等届出書  
１９ 従業者の身分証明書の様式  
２０ 予防衣の衛生状況 
２１ サービス提供に関する諸様式  
２２ 広告やパンフレット  

（介護予

防）訪問

看護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 病院の開設許可証、診療所の使用許可証等の写し  
１６ 管理者の免許証の写し  
１７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１８ 体制等届出書  
１９ 従業者の身分証明書の様式  
２０ 医療器具の消毒方法及び医療廃物についての処理方法  
２１ 手指洗浄マニュアル  
２２ 予防衣の衛生状況 
２３ サービス提供に関する諸様式  
２４ 広告やパンフレット  

（介護予

防）訪問

リハビリ

テーショ

ン 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 体制等届出書  
１６ 従業者の身分証明書の様式  
１７ 事業所（施設）の開設許可証、使用許可証等の写し  
１８ 予防衣の衛生状況 
１９ サービス提供に関する諸様式  
２０ 広告やパンフレット  

（介護予

防）居宅

療養管理

指導  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 訪問看護ステーションにおける（介護予防）居宅療養管理

指導の指定申請に係る添付書類等確認表  
１６ 体制等届出書  
１７ 従業者の身分証明書の様式  
１８ 事業所（施設）の開設許可証、使用許可証等の写し  
１９ 広告やパンフレット  



 

通所介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 建築確認申請書・検査済証の写し  
１９ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２０ 体制等届出書  
２１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２２ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）通所

リハビリ

テーショ

ン 

１４ 申請する事業等に係る記載事項 

１５ 事業所の求積図 

１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表 

１７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

１８ 体制等届出書 

１９ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図 

２０ 事業所（施設）の開設許可証、使用許可証等の写し 

２１ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）短期

入所生活

介護（単

独型）  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 事業所の部屋別施設一覧表  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２２ 嘱託医との契約書等の写し  
２３ 協力医療機関等との契約書の写し  
２４ 体制等届出書  
２５ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２６ 食事の提供に関する業務の委託契約書等の写し  
２７ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）短期

入所生活

介護（単

独型以外

） 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の位置図（本体施設を含む）  
１６ 事業所の平面図及び求積図（本体施設を含む）  
１７ 事業所の設備等に係る項目一覧表（本体施設を含む）  
１８ 消防用設備等検査済証の写し  
１９ 事業所の部屋別施設一覧表（本体施設を含む）  
２０ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２１ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２２ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２３ 嘱託医との契約書等の写し  
２４ 協力医療機関等との契約書の写し  
２５ 体制等届出書  
２６ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２７ 特別養護老人ホーム設置認可証等の写し 

（介護予

防）短期

入所療養

介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 事業所の部屋別施設一覧表  



 

１８ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
１９ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２０ 体制等届出書  
２１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２２ 事業所（施設）の開設許可証、使用許可証等の写し  
２３ 食事の提供に関する業務の委託契約書等の写し  
２４ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）特定

施設入居

者生活介

護 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 事業所の部屋別施設一覧表  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２２ 業務委託契約書等の写し  
２３ 協力医療機関等との契約書の写し  
２４ 体制等届出書  
２５ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２６ 介護支援専門員就労状況表  
２７ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）福祉

用具貸与  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１６ 福祉用具の保管・消毒方法  
１７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１８ 体制等届出書  
１９ 従業者の身分証明書の様式  
２０ サービス提供に関する諸様式  
２１ 広告やパンフレット  

特定（介

護予防）

福祉用具

販売  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１６ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１７ 従業者の身分証明書の様式  
１８ サービス提供に関する諸様式  
１９ 広告やパンフレット  

居宅介護

支援  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 管理者の経歴書  
１６ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１７ 関係市町村並びに保健・医療・福祉サービス等関係機関と

の連携策  
１８ 体制等届出書  
１９ 従業者の身分証明書の様式  
２０ 介護支援専門員就労状況表  
２１ 広告やパンフレット  

介護老人

福祉施設  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 施設の求積図  
１６ 施設の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 診療所開設に係る許可通知の写し  



 

１９ 施設の部屋別施設一覧表  
２０ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２１ 事業開始時の入所者の推定数算出書  
２２ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２３ 嘱託医との契約書等の写し  
２４ 協力病院等との契約書の写し  
２５ 体制等届出書  
２６ 施設の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２７ 特別養護老人ホームの設置認可証等の写し  
２８ 併設施設概況調書 
２９ 介護支援専門員就労状況表  
３０ 食事の提供に関する業務の委託契約書等の写し  
３１ サービス提供に関する諸様式  

介護老人

保健施設  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 施設の求積図  
１６ 施設及び構造設備の概要  
１７ 共用施設の利用計画書  
１８ 消防用設備等検査済証の写し  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の入所者の推定数算出書  
２１ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２２ 協力病院等との契約書の写し  
２３ 体制等届出書  
２４ 施設の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２５ 併設施設概況調書 
２６ 介護支援専門員就労状況表  
２７ 食事の提供に関する業務の委託契約書等の写し  
２８ サービス提供に関する諸様式  

介護医療

院 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 施設の求積図  
１６ 施設及び構造設備の概要  
１７ 共用施設の利用計画書  
１８ 消防用設備等検査済証の写し  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の入所者の推定数算出書  
２１ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２２ 協力病院等との契約書の写し  
２３ 体制等届出書  
２４ 施設の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２５ 併設施設概況調書 
２６ 介護支援専門員就労状況表  
２７ 食事の提供に関する業務の委託契約書等の写し  
２８ サービス提供に関する諸様式  
※介護療養型医療施設から移行し許可申請する場合，従前から変

更がないときに限り，下記番号の書類提出を省略することがで

きる。  
４，６，１５，１６，２５，２６  

定期巡回

・随時対

様式第
２号  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の設備等に係る項目一覧表  



 

応型訪問

介護看護  
１６ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１７ 委託契約書の写し 
１８ 介護・医療連携推進会議の構成員  
１９ 体制等届出書  
２０ 従業者の身分証明書の様式  
２１ 医療器具の消毒方法及び医療廃棄物についての処理方法  
２２ 手指洗浄マニュアル  
２３ 予防衣の衛生状況 
２４ サービス提供に関する諸様式  
２５ 広告やパンフレット  

夜間対応

型訪問介

護 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１６ オペレーションセンターサービスの概要 
１７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１８ 委託契約書の写し 
１９ 体制等届出書  
２０ 従業者の身分証明書の様式  
２１ 予防衣の衛生状況 
２２ サービス提供に関する諸様式  
２３ 広告やパンフレット  

地域密着

型通所介

護 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 建築確認申請書・検査済証の写し  
１９ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２０ 運営推進会議の構成員  
２１ 体制等届出書  
２２ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２３ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）認知

症対応型

通所介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 既存施設及び事業の運営状況  
１７ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１８ 消防用設備等検査済証の写し  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 管理者の経歴書  
２２ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２３ 運営推進会議の構成員  
２４ 体制等届出書  
２５ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２６ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）小規

模多機能

型居宅介

護 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の配置図及び求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 事業所の部屋別施設一覧表  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  



 

２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 管理者の経歴書  
２２ 介護支援専門員就労状況表  
２３ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２４ 協力医療機関等との契約書の写し  
２５ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院

等との連携体制及び支援体制の概要  
２６ 運営推進会議の構成員  
２７ 体制等届出書  
２８ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２９ サービス提供に関する諸様式  

（介護予

防）認知

症対応型

共同生活

介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の配置図及び求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 事業所の部屋別施設一覧表  
１９ 築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 管理者の経歴書  
２２ 介護支援専門員就労状況表  
２３ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２４ 協力医療機関等との契約書の写し  
２５ 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  
２６ 運営推進会議の構成員  
２７ 体制等届出書  
２８ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２９ サービス提供に関する諸様式  

地域密着

型特定施

設入居者

生活介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 事業所の部屋別施設一覧表  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２２ 業務委託契約書等の写し  
２３ 協力医療機関等との契約書の写し  
２４ 運営推進会議の構成員  
２５ 体制等届出書  
２６ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２７ 介護支援専門員就労状況表  
２８ サービス提供に関する諸様式  

地域密着

型介護老

人福祉施

設入所者

生活介護  

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 施設の求積図  
１６ 施設の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 診療所開設に係る許可通知の写し  
１９ 施設の部屋別施設一覧表  



 

２０ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２１ 事業開始時の入所者の推定数算出書  
２２ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２３ 嘱託医との契約書等の写し  
２４ 協力病院等との契約書の写し  
２５ 運営推進会議の構成員  
２６ 体制等届出書  
２７ 施設の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２８ 特別養護老人ホームの設置認可証等の写し  
２９ 併設施設概況調書 
３０ 本体施設の概要に係る書類  
３１ 介護支援専門員就労状況表  
３２ 食事の提供に関する業務の委託契約書等の写し  
３３ サービス提供に関する諸様式  

看護小規

模多機能

型居宅介

護 

１４ 申請する事業等に係る記載事項  
１５ 事業所の配置図及び求積図  
１６ 事業所の設備等に係る項目一覧表  
１７ 消防用設備等検査済証の写し  
１８ 事業所の部屋別施設一覧表  
１９ 建築確認申請書・検査済証の写し  
２０ 事業開始時の利用者の推定数算出書  
２１ 管理者の経歴書  
２２ 介護支援専門員就労状況表  
２３ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
２４ 協力医療機関等との契約書の写し  
２５ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院

等との連携体制及び支援体制の概要  
２６ 運営推進会議の構成員  
２７ 体制等届出書  
２８ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図  
２９ サービス提供に関する諸様式  

第２号  

各サービ

ス共通   

１ 手数料領収証書等の写し  
２ 従業者の資格を証する書類  
３ 誓約書  
４ 利用者又は入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の

概要（変更が有の場合） 
５ 事業所の（建物）登記事項証明書等（変更が有の場合）  
６ 更新申請に係る添付書類等確認表  

訪問介護  

様式第
３号  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  

（介護予

防）訪問

入浴介護  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  

（介護予

防）訪問

看護  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 事業所の開設許可証，使用許可証の写し（事業所が病院又は

診療所である場合）  
（介護予

防）訪問

７ 体制等届出書  
８ 事業所の開設許可証，使用許可証の写し  



 

リハビリ

テーショ

ン 
（介護予

防）居宅

療養管理

指導  

７ 体制等届出書  
８ 事業所の開設許可証，使用許可証の写し（事業所が病院，診

療所又は薬局である場合）  

通所介護  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が有

の場合）  
（介護予

防）通所

リハビリ

テーショ

ン 

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 事業所の開設許可証，使用許可証の写し  
１０ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

（介護予

防）短期

入所生活

介護  

７ 利用者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 特別養護老人ホームの設置認可証等の写し 
１０ 体制等届出書  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

（介護予

防）短期

入所療養

介護  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 事業所の開設許可証，使用許可証等の写し 
１０ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

（介護予

防）特定

施設入居

者生活介

護 

７ 要介護者及び要支援者のそれぞれに係る利用者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 委託契約書の写し（変更が有の場合）  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  
（介護予

防）福祉

用具貸与  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  

特定（介

護予防）

福祉用具

販売  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  

居宅介護

支援  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 関係市町村並びに保健・医療・福祉サービス等関係機関との

連携策  

介護老人

福祉施設  

７ 入所者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 嘱託医との契約書の写し  
１０ 体制等届出書  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が



 

有の場合）  

介護老人

保健施設  

７ 入所者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

介護医療

院 

７ 施設の使用許可証等の写し  
８ 入所者数算出書  
９ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１０ 体制等届出書  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  
定期巡回

・随時対

応型訪問

介護看護  

様式第
４号  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 介護・医療連携推進会議の構成員  

夜間対応

型訪問介

護 

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  

地域密着

型通所介

護 

７ 組織体系図  
８ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 運営推進会議の構成員  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

（介護予

防）認知

症対応型

通所介護  

７ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
８ 体制等届出書  
９ 運営推進会議の構成員  
１０ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

（介護予

防）小規

模多機能

型居宅介

護 

７ 利用者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 運営推進会議の構成員  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

（介護予

防）認知

症対応型

共同生活

介護  

７ 利用者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 運営推進会議の構成員  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

地域密着

型特定施

設入居者

生活介護  

７ 入所者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 運営推進会議の構成員  
１１ 委託契約書の写し（変更が有の場合）  
１２ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  



 

地域密着

型介護老

人福祉施

設入所者

生活介護  

７ 利用者数算出書  
８ 嘱託医との契約書等の写し  
９ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
１０ 体制等届出書  
１１ 運営推進会議の構成員  
１２ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

看護小規

模多機能

型居宅介

護 

７ 利用者数算出書  
８ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  
９ 体制等届出書  
１０ 運営推進会議の構成員  
１１ 事業所の敷地（土地）の登記事項証明書及び公図（変更が

有の場合）  

第３号  

介護老人
保健施設
・介護医
療院以外  

様式第
５号  

１ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（再開の場合）  
２ 従業者の資格を証する書類（再開の場合） 
 
※感染症や災害の発生等により一時的に休止し，再開する場合は

下記番号の書類提出を省略することができる。 
１，２  
 

介護老人
保健施設
・介護医
療院  

様式第
６号  

第４号   様式第
７号  

変更項目に該当する第１号に準じた書類  
 

第５号   様式第
８号  

 

第６号   様式第
９号  

１ 付表  
２ 変更項目に該当する第１号に準じた書類  

第７号   様式第
１０号  

１ 付表  
２ 管理者及び医師の勤務体制及び勤務形態一覧表  
３ 医師免許証の写し  

第８号   様式第
１１号  

 

第９号   
様式第
１２号
・第１
３号  

第１号に準じた書類  
 

 

  



 

様式第１号              様式第２号  

 

 

様式第３号              様式第４号  

 



 

様式第５号              様式第６号  

 

 

様式第７号              様式第８号  

 



 

様式第９号              様式第１０号  

 

 

様式第１１号             様式第１２号  

 



 

様式第１３号  

 


