
指定居宅介護支援事業所

指定申請等の手引き

下野市健康福祉部高齢福祉課



Ⅰ 指定制度について

１ 指定制度の概略について 

(1) 下野市内に事業所を設置し、介護保険制度に規定された指定居宅介護支援事

業所を運営し、介護報酬を受けるには、下野市長による事業所の指定を受ける

必要があります。【介護保険法第４６条第１項】 

 (2) 指定は、事業者からの申請に基づき、事業所ごとに行います。 

    【介護保険法第 79 条第 1 項】 

 (3) 指定は、以下の事項を審査して決定します。【介護保険法第 79 条第 2 項】  

   ・申請者が法人であること 

   ・人員の基準を満たしていること 

   ・設備及び運営の基準に従い適正なサービスの運営ができること。 

   ・その他役員等が欠格事由に該当しないこと。 

 ２ 指定対象介護サービスについて 

   下野市の指定対象介護サービスは、居宅介護支援のみです。 

 ３ 指定申請の際の法令等について 

 (1) 基本法 

   ・介護保険法（平成 9 年度法律第 123 号） 

   ・介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号） 

   ・介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号） 

 (2) 人員・設備・運営等に関する基準 

   ・指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準 

    （平成 11 年厚生省令第 37 号） 

   ・指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

    （平成 11 年厚生省令第 38 号） 

   ※上記の基準は、基本方針、人員基準、運営基準等が規定されていますので、

指定を受けた後も遵守するべきことですので、指定申請を行う前に必ず内容

の確認をお願いします。 

Ⅱ 指定申請手続きについて 

１ 申請の受付方法 

   電話等で事前に連絡していただき、対面方式にて行います。 

   ※高齢福祉課介護保険グループ ℡０２８５－３２－８９０４ 



２ 受付期間 

 (1) 原則毎月 1 日～15 日が受付期間となります。 

   ※8 月及び 12 月は 1 日～8 日、1 月は 4 日～15 日となります。 

   ※受付期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が受付期限となります。 

 (2) 受付の際には、申請書及びすべての添付書類を持参してください。 

 (3) 書類の内容を確認いたしますので、お時間には余裕をもって来庁してくださ  

い。 

 (4) 書類に不備がある場合には、何度か来庁していただくことになりますので、ご

了承ください。 

３ 受付場所 

   下野市役所 １階 高齢福祉課窓口 

４ 申請に必要な書類 

 (1) 指定申請書（様式第 1 号） 

 (2) 付表 

 (3) 付表（別紙） 

 (4) 添付書類（指定申請書類確認表記載のとおり） 

 ５ 指定審査 

 (1)  指定を受けるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることのほか、

事前に他の関連部署との調整を行っておく必要がありますので、申請前にそ

れらの事務を完了しておくようにしてください。 

    完了していない場合には指定を受けられない場合や指定されていても営業を

行えない場合もあります。 

   例：都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、労働基準監督署への届出など 

 (2) 申請に必要な様式等については、「申請に必要な様式について」を確認してく

ださい。 

 (3) 申請書類に不備があり、受付期間に補正又は追加資料の提出が無い場合には、

指定できません。 

 (4) 申請の受付後、再度内容の確認を行い審査になりますが、介護保険法第 79 条

第 2 項の規定に該当する場合には指定できません。 

 (5) 人員基準や設備基準等に関しての事前相談は行っておりませんので、指定の

基準にある基準等を確認してから、申請を行ってください。 

 (6) 定款の記載内容について、居宅介護支援事業を行う場合は、「介護保険法に基

づく居宅介護支援事業」等の記載が必要です。 



６ 指定日 

   原則申請月の翌月１日となります。遡っての指定は行いません。 

７ 公示 

   指定事業所名、所在地、サービスの種類等が指定日以降下野市庁舎にて公示さ

れます。 

Ⅲ 関連手続きに関する問い合わせ先について 

 ◇介護保険給付費の請求・受領に関しては

  栃木県国民健康保険団体連合会  ℡０２８-６４３－５４００

Ⅳ 指定通知書及び事業所番号について 

   指定を行った時は、申請月の月末までに指定通知書を送付いたします。 

   指定通知書は再発行しませんので、取扱にはご注意願います。 

   なお、事業所番号は指定の事業所ごとに栃木県が付番するものであり、以下の

原則に基づいて行います。 

  ① 事業所の名称ごとに別の事業所番号となります（事業所の所在地が異なる場

合には同一の名称は使えません。） 

  ② 同一の所在地、同一の名称の事業所については、原則同一の事業所番号とな

ります。（同一名称で異なる種類のサービスについて指定を受けている場合） 

Ⅴ 指定を受けた後の注意事項について 

１ 変更届出について 

    事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき

は、その旨を市に届け出る必要があります。 

 (1) 届出方法：高齢福祉課へ郵送又は持参 

 (2) 届出期限：変更があった日から 10 日以内 

 (3) 必要書類：・変更届出書（様式第 2 号） 

         ・変更内容の分かる書類 

 ２ 事業の廃止（休止）について 

   事業を廃止または休止しようとするときは、市に届け出る必要があります。 

 (1) 届出方法：高齢福祉課へ郵送又は持参 

 (2) 届出期限：廃止または休止の 1 か月前まで 



 (3) 必要書類：・廃止・休止・再開届出書（様式第 3 号） 

 ３ 事業の再開について 

   休止後に事業を再開する場合は対面方式で書類の確認等を行います。 

    なお、「人員、設備及び運営に関する基準」を充足しない状態では、再開はでき

ませんのでご注意願います。 

 (1) 届出方法・期間・指定日 

「Ⅱ 指定申請手続きについて」を参照してください。 

 (2) 必要書類 

   ・廃止・休止・再開届出書（様式第 3 号） 

   ・付表 

   ・付表（別紙） 

   ・添付書類：「指定申請書類確認表」のとおり 

 ４ 指定の更新について 

   介護保険法に基づく事業者の指定は、６年ごとに指定の更新を受ける必要があ

ります。指定の更新を受けない場合には、期間の経過により指定の効力が失われ

ます。 

 (1) 申請方法 

   電話等で事前に連絡していただき、対面方式にて行います。 

   指定の更新申請は指定有効期限の 2 か月前までに関係書類を提出してください。 

   ※高齢福祉課介護保険グループ ℡０２８５－３２－８９０４ 

 (2) 申請期限：指定有効期限の 2 か月前まで 

 (3) 必要な書類 

   ・指定更新申請書（様式第 4 号） 

   ・付表 

   ・付表（別紙） 

   ・添付書類：「指定申請書類確認表」のとおり 

 ５ 指導監査について 

   下野市長は、指定居宅介護支援事業所が行うサービスの質の確保及び介護保険

給付の適正化を目的として事業者の指導を行います。【介護保険法第２３条】 

   指導の実施方式には、集団指導及び実地指導があります。集団指導は介護保険

制度の周知及び理解の徹底のため、全指定事業者を対象に毎年講習会等の形式で

実施します。 

   実地指導は、サービスの質の確保と向上、適正な介護報酬請求の確保のため、

新規指定事業者その他個別に指導が必要と認められる事業者を対象に、当該事業



者の事業所に赴いて実施します。 

   また、利用者、その家族からの苦情や、内部告発等の情報から指定基準違反又

はその疑いがあると認められる場合には、監査を行います。【介護保険法第８３条】 

 ６ 勧告、命令及び指定の取消し等について 

   下野市長は、前項の監査を行った結果、指定居宅介護支援事業者が基準に従っ

て適正な運営を行っていないと認められる場合、期限を定めて基準を遵守すべき

ことを勧告することができ、勧告を受けた事業者が正当な理由なく勧告された措

置を取らないときは、期限を定めてその措置を取るべきことを命令することがで

きます。【介護保険法第８３条の２】 

   また、指定居宅介護支援事業者が以下の事由に該当する場合には、指定の全部

もしくは一部の効力の停止又は指定の取消しを行うことができます。【介護保険

法第８4 条】 

（1）指定居宅介護支援事業者が、介護保険法第７９条第２項第３号の 2 から第４号

の２まで、第８号（同項第４号の３に該当する者のあるものであるときを除く。）

又は第９号（同項第４号の３に該当する者であるときを除く。）のいずれかに該当

するに至ったとき。 

（2）指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員に

ついて、第 81 条第 1 項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくな

ったとき。 

 （3）居宅介護支援事業者が、第 81 条第 2 項に規定する指定居宅介護支援の事業の

運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援の事業の運営をすることができな

くなったとき。 

 （4）指定居宅介護支援事業者が、第 81 条第 6 項に規定する義務に違反したと認め

られるとき。 

 （5）第 28 条第 5 項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結

果について虚偽の報告をしたとき。 

 （6）居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき 

 （7）指定居宅介護支援事業者が、第 83 条第 1 項の規定により報告又は帳簿書類の

提出若しくは定時を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 （8）居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第 83 条第 1 項の

規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をし

た場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当

の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

 （9）指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第 46 条第 1 項の指定を受けた

とき。 



 （10）前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律（介護保

険法）その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令に定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

 （11）前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅介護サービス

等に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

 （12）指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若

しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し

不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 

※下野市長は、指定居宅介護支援事業者が、期限内に勧告された措置を取らないとき

はその旨を公表することができ、命令、指定の効力の停止又は指定の取消しを行った

ときはその旨を公示します。【介護保険法第 85 条】 

 指定の取消しを受けた事業者（役員等を含む）は、取消の日から起算して 5 年の間、

新たに居宅介護支援事業の指定を受けることはできず、取消を受けた事業以外に居宅

サービス事業の指定を受けている場合には当該事業について更新を受けることができ

なくなります。【介護保険法第 79 条第 2 項、第 79 条第 4 項】 


