
更新申請の添付書類一覧

参考様式

指定申請に係る添付書類一覧 別添

申請者の登記事項証明書又は条例等 写し

特別養護老人ホームの許可証等 写し 簡略

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

任意 簡略

併設する施設等の概要 任意 簡略

施設を共用する場合の利用計画 任意 簡略

居室面積等一覧表 1 簡略

管理者経歴 2-2 簡略 簡略 簡略 簡略 簡略

代表者・計画作成担当者の経歴
2-1
2-3

簡略 簡略 簡略

事業所の平面図・案内図・写真 3

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
右記の
とおり

参考様式
1-7

参考様式
1-4

参考様式
1-9

参考様式
1-2

参考様式
1-3

参考様式
1-8

参考様式
1-6

参考様式
1-11

参考様式
1-11

設備・備品等に係る一覧表
（防災設備，通信機器・ケアコール端末は写真添付）

5

運営規程 ー

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概
要

7

サービス提供実施単位一覧表 8

日課（プログラム）表 16 簡略

協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容 写し 簡略

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

任意 簡略

関係市区町村並びに他の保険医療・福祉サービス
の提供主体との連携内容

任意

地域密着型介護サービス費・居宅介護サービス計
画費の請求に関する事項

別紙

9-1 ○ ○

9-2 ○

9-3 ○

9-4 ○

連携する訪問看護事業所との契約の内容
（一体型は不要）

写し ○

介護支援専門員の氏名等 10 ○

11-1

11-2 簡略

契約書・重要事項説明書 ー

職員資格等一覧表 12

資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修
了証等（写し）

写し

雇用契約書 写し

事業計画書 14 簡略 簡略 簡略

収支予算書 18 簡略 簡略

権利関係資料 写し

法令等確認資料 15

提出書類簡略依頼書 17-2

○

簡略

簡略

簡略

〇（市外事業所は簡略）

簡略

簡略

簡略

簡略

簡略

簡略

○

○

簡略

簡略

○

添付資料

誓約書

運営推進会議等の構成員

定期 ＧＨ 密着デイ 認デイ

○

小多機 看多機 密着特養 居宅支援 予防支援

簡略

○

簡略

〇（市外事業所は簡略）

〇



別添

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
資格について，実務経験を要する場合は，在職証明書を併せて添付してください。

担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防
サービス事業所指定更新申請書

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項

No. 備考該当欄申請書

1

2

〇 第５号様式（第５条
関係）

付表 7〇

簡略 参考様式3

3
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定）

主たる事業所・施設の名称

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 写し

No. 備考添付書類 該当欄

6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 簡略 参考様式7

4
設備・備品等に係る一覧表
（防災設備，通信機器・ケアコール端末は写真添付）

簡略 参考様式5

〇(市外事業所
は簡略）

9 法第７８条の２第４項各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 参考様式9-1

簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

別紙3-2

8 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 〇 別紙１－３

簡略 写し

11 介護・医療連携推進会議の構成員 簡略 参考様式11-2

簡略資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修了証等（写し）※２14

13 職員資格等一覧表

10
連携する訪問看護事業所との契約の内容
（一体型は不要） 〇 契約書写し

※１
※２

12 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）

17 提出書類簡略依頼書 〇 参考様式17-2

16 権利関係資料 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

7 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

〇 参考様式12

15 雇用契約書

5 運営規程

〇 参考様式1-7

2 事業所の平面図・案内図・写真



別添

【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

17
資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修
了証等（写し）

簡略 簡略

申請する事業の種類

〇

〇

No. 申請書 備考

調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密
着型介護予防サービス事業所指定更新申請書

認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知
症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事
項

認知症対応型
共同生活介護

〇 第５号様式（第５条
関係）

〇 付表４

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略

2 代表者・管理者・計画作成担当者の経歴 簡略

簡略 写し

介護予防
認知症対応型
共同生活介護

1

主たる事業所・施設の名称

申請する事業の種類

認知症対応型
共同生活介護

介護予防
認知症対応型
共同生活介護

2

簡略 参考様式2-1～4

3 事業所の平面図・案内図・写真 簡略 簡略 参考様式3

4
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 〇 参考様式1-4

5 設備・備品等に係る一覧表（防災設備は写真添付） 簡略 簡略 参考様式5

6 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）
〇(市外事業所

は簡略）

7
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概
要

簡略 簡略 参考様式7

8 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容 簡略 簡略 写し

9
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

簡略 簡略

14 運営推進会議の構成員 簡略 簡略 参考様式11-1

12
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１２第２項
各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 〇 参考様式9-2

16 職員資格等一覧表 〇 〇 参考様式12

13 介護支援専門員の氏名等 〇 〇 参考様式10

19 権利関係資料 簡略 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

15 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）
〇(市外事業所

は簡略）

21 提出書類簡略依頼書 〇 〇 参考様式17-2

18 雇用契約書 簡略 簡略 写し

※

備考No. 添付書類

20
法令等確認資料（検査済証，検査結果通知書，シッ
クハウス検査書等添付）

簡略 簡略 参考様式15

10
簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

別紙3-2

11 〇 別紙１－３

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

簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

〇



別添

【地域密着型通所介護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
資格について，実務経験を要する場合は，在職証明書を併せて添付してください。

担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

簡略資格証・協定書等（写し）※２

1
調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防
サービス事業所指定更新申請書 〇 第５号様式（第５条

関係）

2 地域密着型通所介護（療養通所介護）事業所の指定に係る記載事項

2 事業所の平面図・案内図・写真

主たる事業所・施設の名称

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 写し

No. 申請書 該当欄 備考

簡略 参考様式3

〇 付表 9

3
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 参考様式1-9

No. 備考

4
設備・備品等に係る一覧表
（防災設備は写真添付）

簡略 参考様式5

5 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）

6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 簡略 参考様式7

7 サービス提供実施単位一覧表 簡略 参考様式8

参考様式16

11 法第７８条の２第４項各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 参考様式9-1

〇 別紙１－３

別紙3-2

12 運営推進会議の構成員 簡略 参考様式11-1

13 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）

14 職員資格等一覧表 〇 参考様式12

16 雇用契約書 簡略 写し

15

17 事業計画書 簡略 参考様式14

簡略 参考様式18

添付書類 該当欄

10 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

9 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

8 日課（プログラム）表 簡略

20 法令等確認資料（検査済証，検査結果通知書等添付） 簡略 参考様式15

18 収支予算書

19 権利関係資料 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

※１
※２

21 提出書類簡略依頼書 〇 参考様式17-2



別添

【認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
資格について，実務経験を要する場合は，在職証明書を併せて添付してください。

担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

事業所の平面図・案内図・写真

2 管理者の経歴 簡略 簡略

15
資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修
了証等（写し）※２

簡略 簡略

〇

申請する事業の種類

No. 申請書 認知症対応型
通所介護

〇

簡略

備考

付表２－２〇3

調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域
密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対
応型通所介護事業所の指定に係る記載事項（単独
型・併設型）
認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対
応型通所介護事業所の指定に係る記載事項　（共用
型）

〇

〇

3

第５号様式（第５条
関係）

簡略 簡略

2 〇 付表２－１

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略

簡略

写し

参考様式3

主たる事業所・施設の名称

申請する事業の種類

認知症対応型
通所介護

介護予防
認知症対応型

通所介護

介護予防
認知症対応型

通所介護

1

〇(市外事業所
は簡略）

参考様式2-1～4

5
設備・備品等に係る一覧表
（防災設備は写真添付）

4
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 〇 参考様式1-2

簡略

8

参考様式5

10

7
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概
要

簡略 簡略 参考様式7

6 運営規程

参考様式12

〇(市外事業所
は簡略）

9
簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

別紙3-2

運営推進会議の構成員 簡略 簡略 参考様式11-1

登記簿，賃貸借契約
書等の写し

サービス提供実施単位一覧表 簡略 簡略 参考様式8

11

14 職員資格等一覧表 〇 〇

参考様式17-2

法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１２第２項
各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 〇 参考様式9-2

12

17 権利関係資料 簡略 簡略

※１

13 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）
〇(市外事業所

は簡略）

19 提出書類簡略依頼書 〇 〇

No. 添付書類 備考

18
法令等確認資料（検査済証，検査結果通知書等添
付）

簡略 簡略 参考様式15

〇

16

別紙１－３

簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

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 〇

※２

雇用契約書 簡略 簡略 写し



別添

【小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

簡略簡略
資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修
了証等（写し）

17

No.

調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密
着型介護予防サービス事業所指定更新申請書

小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模
多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項

備考

申請する事業の種類

小規模多機能型
居宅介護

〇

介護予防
小規模多機能型

居宅介護

1

申請書

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 簡略

〇2 〇 付表３

〇 第５号様式（第５条
関係）

2 代表者・管理者・計画作成担当者の経歴 簡略 簡略 参考様式2-1～4

写し

5
設備・備品等に係る一覧表
（防災設備は写真添付）

簡略 簡略 参考様式5

3 事業所の平面図・案内図・写真 簡略 簡略 参考様式3

4
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 〇 参考様式1-3

主たる事業所・施設の名称

申請する事業の種類

小規模多機能型
居宅介護

介護予防
小規模多機能型

居宅介護

6 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）
〇(市外事業所

は簡略）

7
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概
要

簡略 簡略 参考様式7

8 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容 簡略 簡略 写し

9
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

簡略 簡略

10
簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

参考様式10

11 〇

12
法第７８条の２第４項各号又は第１１５条の１２第２項
各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 〇

〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

15 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）
〇(市外事業所

は簡略）

参考様式9-2

13 介護支援専門員の氏名等 〇 〇

18 雇用契約書 簡略 簡略 写し

14 運営推進会議の構成員 簡略 簡略 参考様式11-1

No. 添付書類 備考

別紙１－３

簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

16 職員資格等一覧表 〇 〇 参考様式12

21

19 権利関係資料 簡略 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

※

提出書類簡略依頼書 〇 〇 参考様式17-2

20
法令等確認資料（検査済証，検査結果通知書，シッ
クハウス検査書等添付）

簡略 簡略 参考様式15



別添

【看護小規模多機能型居宅介護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

簡略資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修了証等（写し）17

1
調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防
サービス事業所指定更新申請書 〇 第５号様式（第５条

関係）

2 看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項

主たる事業所・施設の名称

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 写し

No. 申請書 該当欄 備考

2 代表者・管理者・計画作成担当者の経歴 簡略 参考様式2-1～4

〇 付表 8

No. 備考該当欄添付書類

3 事業所の平面図・案内図・写真 簡略 参考様式3

4
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 参考様式1-8

5
設備・備品等に係る一覧表
（防災設備は写真添付）

簡略 参考様式5

6 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）

7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 簡略 参考様式7

8 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容 簡略 写し

9
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

簡略

12 法第７８条の２第４項各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 参考様式9-1

10 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

参考様式12

13 介護支援専門員の氏名等 〇 参考様式10

14 運営推進会議の構成員 簡略 参考様式11-1

19 権利関係資料 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

15 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）

16 職員資格等一覧表

簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

18

別紙3-2

11 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 〇

雇用契約書 簡略 写し

〇

別紙１－３

※

21 提出書類簡略依頼書 〇 参考様式17-2

20
法令等確認資料（検査済証，検査結果通知書，シックハウス検査書等
添付）

簡略 参考様式15



別添

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

20

2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る記載事項 〇 付表 6

2 特別養護老人ホームの許可証等（写し） 簡略

3

No. 申請書 該当欄 備考

1
調布市指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防
サービス事業所指定更新申請書 〇 第５号様式（第５条

関係）

主たる事業所・施設の名称

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 写し

No. 添付書類 該当欄 備考

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 簡略
サテライトの場合のみ
（任意様式）

4 併設する施設等の概要 簡略
併設する場合のみ
（任意様式）

5 施設を共用する場合の利用計画 簡略
共用する場合のみ
（任意様式）

6 居室面積等一覧表 簡略 参考様式1

7 事業所の平面図・案内図・写真 簡略 参考様式3

8
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 参考様式1-6

9 設備・備品等に係る一覧表（防災設備は写真添付） 簡略 参考様式5

10 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）

11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 簡略 参考様式7

12 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容 簡略 写し

15 法第７８条の２第４項各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 参考様式9-1

16 介護支援専門員の氏名等 〇 参考様式10

簡略

17 運営推進会議の構成員 簡略 参考様式11-1

18 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）

資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修了証等（写し）

参考様式15

19 職員資格等一覧表 〇 参考様式12

21 雇用契約書 簡略 写し

※

13 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
簡略(別紙１－３に
変更がない場合)

別紙3-2

14

22 権利関係資料 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 〇 別紙１－３

24 提出書類簡略依頼書 〇 参考様式17-2

23
法令等確認資料（検査済証，検査結果通知書，シックハウス検査書等
添付）

簡略



別添

【居宅介護支援】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
※２

※３ 介護支援専門員証（写し）は顔写真入りの介護支援専門員証の写し（有効期限内のもの）を添付してください。
担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

1 調布市指定居宅介護支援事業所指定更新申請書 〇 第４号様式（第４条
関係）

2 指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 〇 付表 10 

主たる事業所の名称

No. 添付書類 該当欄 備考

No. 申請書 該当欄 備考

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 写し

2 管理者の経歴 簡略 参考様式2-2

3 事業所の平面図・案内図・写真 簡略 参考様式3

4
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 参考様式1-11

5 組織体制図，雇用契約書の写し又は誓約文 簡略

6 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）

7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 簡略 参考様式7

8 関係市区町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携内容 簡略 参考様式17

11 法第79条第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 参考様式9-4

12 契約書・重要事項説明書
〇(市外事業所

は簡略）

13 介護支援専門員の氏名及び登録番号等 〇 参考様式10

14
介護支援専門員証・研修の修了が必要とされている者の研修修了証
（写し）※２・３

簡略

15 事業計画書 簡略 参考様式14

16 収支予算書 簡略 参考様式18

17 権利関係資料 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

18 提出書類簡略依頼書 〇 参考様式17-2

※１
主任介護支援専門員研修修了証または主任介護支援専門員更新研修修了証の写し（経過措置期間中は介
護支援専門員証の写し）を添付してください。

9 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
簡略(別紙１に変
更がない場合)

別紙3-2

10 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 〇 別紙１



別添

【介護予防支援】

更新申請に係る提出書類一覧

該当欄に「○」を付し，複数の事業所等に共通する添付書類については，「◎」を付してください。
資格について，実務経験を要する場合は，在職証明書を併せて添付してください。

担　当　者　連　絡　先
　提出いただいた申請書類に記載された内容等について問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。

　部署・所属
　担当者名
　連絡先 （電話）　

（メールアドレス）　

事業所の平面図・案内図・写真 簡略

1 調布市指定介護予防支援事業所指定更新申請書 〇 第４号様式（第４条
関係）

2 介護予防支援事業所の指定に係る記載事項 

参考様式32

主たる事業所の名称

No. 添付書類 該当欄 備考

No. 申請書

地域包括支援センターの届出に係る記載事項 付表　11－2　

該当欄 備考

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 簡略 写し

〇 付表　11－1 

〇3

3
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
※指定有効期限満了日の翌月分（予定） 〇 参考様式1-11

4 組織体制図，雇用契約書の写し又は誓約文 簡略

5 運営規程
〇(市外事業所

は簡略）

6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 簡略 参考様式7

7
関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携内
容

簡略

8 法第115条の22第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書 〇 参考様式9-3

9 介護支援専門員の氏名等 〇 参考様式10

10 職員資格等一覧表 〇 参考様式12

12 事業計画書 簡略 参考様式14

資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修了証等（写し）※２11 簡略

※１
※２

13 権利関係資料 簡略
登記簿，賃貸借契約
書等の写し

14 提出書類簡略依頼書 〇 参考様式17-2



（参考様式9-1）

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

【介護保険法第七十八条の二第四項】

第七十八条の二　

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

所在地

名称

代表者氏名

記

４ 　市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複合型サービス（厚生労働省令で定める
ものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該
当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項
の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないと
き。

三 　申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って
適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市町村
長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律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で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き
続き滞納している者であるとき。

六 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護又は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を除く。）を取り消され、その取消しの
日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十
五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを
含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者
であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サー
ビス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着
型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が
有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚
生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

介護保険法第７８条の２第４項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

　申請者，申請者の法人役員等が下記のいずれにも該当しない者であること及び申請事項に虚偽がな
いことを誓約します。
　また，現在及び将来に渡って，申請者及び申請者の法人役員等が調布市暴力団排除条例第２条第３
号，第５号若しくは第６号に該当するもの又は関係を有するものでないことを誓約します。さらに，調布市
が，調布市暴力団排除条例第４条に基づき，必要に応じて，申請者及び申請者の法人役員等の情報を
警視庁に照会することについて，同意します。なお，その際は，調布市からの依頼に応じ，必要な情報提
供を迅速かつ誠意を持って行います。

申請者

六の二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は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に限る。）を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手
続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過し
ないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業
所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域
密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービ
ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも
のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



二　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

七 　申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項 の規定による事業の
廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八 の規定による指定の辞退をした者（当
該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 　前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞
退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある
法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で
あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に
係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 　申請者が、指定の申請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であるとき。

九 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるもの
であるとき。

十 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号まで
のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれ
かに該当する者であるとき。

十二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第
八号までのいずれかに該当する者であるとき。

介護保険法施行令
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三　法第七十条第二項第五号の二（法第七十条の二第四項（法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二
十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第七十八条の二第四項第五号の二（法第
七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。）、第七十九条第二項第四号の二（法第七十九条の二第四項において準用する場
合を含む。）、第八十六条第二項第三号の二（法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第九十四条第三項第五号の二
（法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百七条第三項第六号（法第百八条第四項において準用する場合を含
む。）、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に
関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限
る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十
八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（こ
れらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条
（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）

六の三 　申請者と密接な関係を有する者（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申請者と密接な関係を有する
者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過
していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由と
なった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状
況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



（参考様式9-2）

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

【介護保険法第七十八条の二第四項】

第七十八条の二　

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号の
規定等に該当しない旨の誓約書

所在地

名称

代表者氏名

記

４ 　市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複合型サービス（厚生労働省令で定める
ものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該
当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項
の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないと
き。

三 　申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って
適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市町村
長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律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で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き
続き滞納している者であるとき。

六 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護又は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を除く。）を取り消され、その取消しの
日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十
五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを
含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者
であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サー
ビス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着
型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が
有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚
生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は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に限る。）を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手
続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過し
ないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業
所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域
密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービ
ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも
のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

　申請者，申請者の法人役員等が下記のいずれにも該当しない者であること及び申請事項に虚偽がな
いことを誓約します。
　また，現在及び将来に渡って，申請者及び申請者の法人役員等が調布市暴力団排除条例第２条第３
号，第５号若しくは第６号に該当するもの又は関係を有するものでないことを誓約します。さらに，調布市
が，調布市暴力団排除条例第４条に基づき，必要に応じて，申請者及び申請者の法人役員等の情報を
警視庁に照会することについて，同意します。なお，その際は，調布市からの依頼に応じ，必要な情報提
供を迅速かつ誠意を持って行います。

申請者



【介護保険法第百十五条の十二第二項】

第百十五条の十二 　

六の三 　申請者と密接な関係を有する者（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申請者と密接な関係を有する
者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過
していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由と
なった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状
況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 　申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項 の規定による事業の
廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八 の規定による指定の辞退をした者（当
該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 　前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞
退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある
法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者で
あった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に
係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日
から起算して五年を経過しないものであるとき。

八 　申請者が、指定の申請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であるとき。

九 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるもの
であるとき。

十 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号まで
のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれ
かに該当する者であるとき。

十二 　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第
八号までのいずれかに該当する者であるとき。

２ 　市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしてはな
らない。

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同
項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たし
ていないとき。

三 　申請者が、第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護
予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

四の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律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で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き
続き滞納している者であるとき。

六 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除
く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過
しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知が
あった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消さ
れた者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの
日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指
定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事
業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものと
して厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを
除く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経
過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知
があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消
された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消し
の日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の
指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事
業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものと
して厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



二　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

十二 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二
から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

六の三 　申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取
消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消
しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業
者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有して
いた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働
省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 　申請者が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規
定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項 の規定による事
業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので
あるとき。

介護保険法施行令
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三　法第七十条第二項第五号の二（法第七十条の二第四項（法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二
十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第七十八条の二第四項第五号の二（法第
七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。）、第七十九条第二項第四号の二（法第七十九条の二第四項において準用する場
合を含む。）、第八十六条第二項第三号の二（法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第九十四条第三項第五号の二
（法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百七条第三項第六号（法第百八条第四項において準用する場合を含
む。）、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に
関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限
る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十
八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（こ
れらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条
（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）

七の二 　前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の
通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る
法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経
過しないものであるとき。

八 　申請者が、指定の申請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であるとき。

九 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号
まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五
号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二
から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。



（参考様式9-3）

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

【介護保険法第百十五条の二十二第二項】

第百十五条の二十二　

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

所在地

名称

代表者氏名

記

２ 　市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第一項の指定をしてはならない。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同
項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

三 　申請者が、第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又
は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

八 　申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものである
とき。九 　申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者である
とき。

三の二 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四 　申請者が、この法律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で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。

四の三 　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、
当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続
き滞納している者であるとき。

五 　申請者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消
された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該
法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所で
ある場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しな
いものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由
となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当
しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

五の二 　申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経
過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった
事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当
該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこと
とすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

介護保険法第１１５条の22第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

　申請者，申請者の法人役員等が下記のいずれにも該当しない者であること及び申請事項に虚偽がない
ことを誓約します。
　また，現在及び将来に渡って，申請者及び申請者の法人役員等が調布市暴力団排除条例第２条第３
号，第５号若しくは第６号に該当するもの又は関係を有するものでないことを誓約します。さらに，調布市
が，調布市暴力団排除条例第４条に基づき，必要に応じて，申請者及び申請者の法人役員等の情報を
警視庁に照会することについて，同意します。なお，その際は，調布市からの依頼に応じ，必要な情報提
供を迅速かつ誠意を持って行います。

申請者

六　申請者が、第百十五条の二十九の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該
処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の二十五第二項 の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事
業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六の二 　申請者が、第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十
五条の二十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの
間に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該
届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六の三 　第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号
の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る
法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経
過しないものであるとき。

七 　申請者が、指定の申請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であるとき。



二　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

介護保険法施行令
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三　法第七十条第二項第五号の二（法第七十条の二第四項（法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十
一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第七十八条の二第四項第五号の二（法第七
十八条の十四第三項において準用する場合を含む。）、第七十九条第二項第四号の二（法第七十九条の二第四項において準用する場合を
含む。）、第八十六条第二項第三号の二（法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第九十四条第三項第五号の二（法第
九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百七条第三項第六号（法第百八条第四項において準用する場合を含む。）、第百
十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の
規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限
る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十
八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（こ
れらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条
（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）



（参考様式9-4）

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

【介護保険法第七十九条第二項】

第七十九条　

一　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

所在地

名称

代表者氏名

記

２ 　市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。

二　当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

三　申請者が、第八十一条第二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事業の運営を
することができないと認められるとき。

八　申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものである
とき。

九　申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者である
とき。

三の二　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四　申請者が、この法律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で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四の二　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなるまでの者であるとき。

四の三　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当
該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続
き滞納している者であるとき。

五　申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経
過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が
あった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消さ
れた者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの
日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち
当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制
の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文
に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

五の二　申請者と密接な関係を有する者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取
消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定
の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備に
ついての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定す
る指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

介護保険法第７９条第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

　申請者，申請者の法人役員等が下記のいずれにも該当しない者であること及び申請事項に虚偽がな
いことを誓約します。
　また，現在及び将来に渡って，申請者及び申請者の法人役員等が調布市暴力団排除条例第２条第３
号，第５号若しくは第６号に該当するもの又は関係を有するものでないことを誓約します。さらに，調布市
が，調布市暴力団排除条例第４条に基づき，必要に応じて，申請者及び申請者の法人役員等の情報を
警視庁に照会することについて，同意します。なお，その際は，調布市からの依頼に応じ，必要な情報提
供を迅速かつ誠意を持って行います。

申請者

六　申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の
届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六の二　申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一
項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市
町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十
二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算し
て五年を経過しないものであるとき。

六の三　第六号に規定する期間内に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の
日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人で
ない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しな
いものであるとき。

七　申請者が、指定の申請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であるとき。



二　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

介護保険法施行令
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の三　法第七十条第二項第五号の二（法第七十条の二第四項（法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十
一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第七十八条の二第四項第五号の二（法第七
十八条の十四第三項において準用する場合を含む。）、第七十九条第二項第四号の二（法第七十九条の二第四項において準用する場合を
含む。）、第八十六条第二項第三号の二（法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。）、第九十四条第三項第五号の二（法第
九十四条の二第四項において準用する場合を含む。）、第百七条第三項第六号（法第百八条第四項において準用する場合を含む。）、第百
十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の
規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限
る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十
八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定（こ
れらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十四条
（第四項を除く。）の規定により適用される場合を含む。）



（参考様式10）

当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

フリガナ

氏名

介護支援専門員番号
（登録都道府県）



（参考様式12）

職員資格等一覧表

サービスの種類

事業所名

フリガナ
資格 備考

氏名
職種

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



（参考様式17-2）

令和 年 月 日

調　布　市　長　　宛

（ ： ）

□ 申請者の登記事項証明書又は条例等

□ 居室面積等一覧表（参考様式1）

□ 代表者・管理者・計画作成担当者等の経歴（参考様式2～4）

□ 事業所の平面図・案内図・写真（参考様式3）

□ 設備・備品等に係る一覧表（参考様式5）

□ 運営規程

□ 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7）

□ サービス提供実施単位一覧表（参考様式8）

□ 運営推進会議，介護・医療連携推進会議の構成員（参考様式11）

□ 事業計画書（参考様式14）

□ 法令等確認資料（参考様式15）

□ 日課（プログラム）表（参考様式16）

□ 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約の内容

□ 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

□ 契約書・重要事項説明書

□ 資格証・研修の修了が必要とされている者の研修修了証等（写し）

□ 雇用契約書

□ 収支予算書（参考様式18）

□ 権利関係資料

□ 特別養護老人ホームの許可証等

□

□ 関係市区町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携内容

提出書類簡略依頼書

所在地

名称

代表者氏名

適用対象事業所

記

1

2

3

4

5

15

16

18

6

7

8

9

10

11

17

19

20

21

22

申請者

　介護保険法第７８条の１２，第１１５条の２１及び第１１５条の３１において準用する第７０条の２第１
項並びに第７９条の２第１項の規定に基づく指定の更新において，介護保険法施行規則等で定めら
れた下記書類については，既に指定の更新に係る事業所が所在する市区町村に提出している書
類に変更がないため，提出の簡略化を依頼いたします。
　なお，簡略化を図った書類については，貴市より請求・閲覧等の申出があった場合は，誠実かつ
迅速に対応するものとします。

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。併設する施設等
の概要，施設を共用する場合の利用計画

12

13

14


