
第４章 関係様式

○ 指定申請書の様式は、本書から複写し作成するほか、本書掲載の様式を参考にパソコン等で自己作成してください。

○ 指定申請書等
・指定（許可）申請書 別記第1号様式 Ｐ72
・指定を不要とする旨の申出書 別記第3号様式 Ｐ74
・変更届出書 別記第4号様式 Ｐ75
・再開届出書 別記第5号様式 Ｐ76
・廃止・休止届出書 別記第5号様式 Ｐ77

の２

○ 訪問介護
・訪問介護事業所の指定に係る記載事項 付表1 Ｐ78
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(訪問介護用） 別添1 Ｐ79
・訪問介護事業所の指定に係る記載事項記入欄不足時の資料 Ｐ80

○ 訪問入浴・介護予防訪問入浴介護
・訪問入浴・介護予防訪問入浴介護事業所の指定に係る記載事項 付表2 Ｐ81
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(訪問入浴・介護予防訪問入浴介護用） 別添2 Ｐ82
・訪問入浴・介護予防訪問入浴介護事業所の指定に係る記載事項不足時の資料 Ｐ83

○ 訪問看護・介護予防訪問看護
・訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項 付表3 Ｐ84
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(訪問看護・介護予防訪問看護用） 別添3 Ｐ85
・訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項記入欄不足時の資料 Ｐ86

○ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業所の指定に係る記載 付表4 Ｐ87
事項

・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビ 別添4 Ｐ88
リテーション用）

・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業所の指定に係る記載 Ｐ89
事項記入欄不足時の資料

○ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
・居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項 付表5 Ｐ90
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 別添5 Ｐ91
用）

○ 通所介護
・通所介護事業所の指定に係る記載事項 付表6 Ｐ92
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(通所介護事業用） 別添6 Ｐ94
・通所介護事業所の指定に係る記載事項 Ｐ95

○ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業所の指定に係る記載 付表7 Ｐ96
事項（病院・診療所）

・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビ 別添7 Ｐ97
リテーション用）

・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業所の指定に係る記載 Ｐ98
事項記入欄不足時の資料

○ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定に係る記載事項
（単独型） 付表8-1 Ｐ99
（空床利用型・本体施設が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型） 付表8-2 Ｐ100
（本体施設が特別養護老人ホームの場合の併設事業所型） 付表8-3 Ｐ101

・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 別添8 Ｐ102
用）

・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定に係る記載事項記入欄不 Ｐ103
足時の資料

○ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業所の指定に係る記載事項 付表9 Ｐ104
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧(短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 別添9 Ｐ105
用）

・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業所の指定に係る記載事項記入欄不 Ｐ106
足時の資料

○ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
・特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載 付表10 Ｐ107
事項

・指定(許可）申請に係る添付書類一覧（特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入 別添10 Ｐ108
居者生活介護用）

・特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載 Ｐ109
事項記入欄不足時の資料
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○ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
・福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指定に係る記載事項 付表11 Ｐ110
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与用） 別添11 Ｐ111

○ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業所の指定に係る記載事項 付表12 Ｐ112
・指定(許可）申請に係る添付書類一覧（特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 別添12 Ｐ113
用）

○ 指定申請書添付書類（参考様式）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式1 Ｐ114
・（計画作成担当者等）経歴書 参考様式2 Ｐ210
・事業所の平面図等 参考様式3 Ｐ211
・居室面積一覧表 参考様式4 Ｐ212
・設備・備品等一覧表 参考様式5 Ｐ213
・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 Ｐ214
・サービス提供実施単位一覧表 参考様式7 Ｐ215
・受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名 参考様式8 Ｐ216
称及び所在地

・誓約書（指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者用） 参考様式9 Ｐ217
・当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 参考様式10 Ｐ220
・雇用確約証明書 参考様式11-1 Ｐ221
・雇用証明書 参考様式11-2 Ｐ222
・市町村意見書（訪問介護の通院等乗降介助を行う場合） 参考様式12 Ｐ223

○ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書関係様式
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉 別紙2 Ｐ224
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 別紙1 Ｐ225
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（介護予防） 別紙1-2 Ｐ254
・割引率に係る届出書 別紙5 Ｐ268
・事業所の平面図等 別紙6 Ｐ269
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 別紙7 Ｐ270
・緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書 別紙8 Ｐ368
・看護体制強化加算に係る届出書（訪問看護） 別紙8-2 Ｐ369
・夜間看護体制に係る届出書（特定施設） 別紙9 Ｐ370
・看護体制加算に係る届出書（短期入所） 別紙9-2 Ｐ371
・看護体制加算に係る届出書（介護老人福祉施設） 別紙9-3 Ｐ372
・看取り介護体制に係る届出書（介護老人福祉施設） 別紙9-4 Ｐ373
・特定事業所加算に係る届出書（訪問介護） 別紙10 Ｐ374
・特定事業所加算に係る届出書（訪問介護） 別紙10-2 Ｐ375
・栄養マネジメントに関する届出書 別紙11 Ｐ376
・サービス提供体制強化加算に関する届出書（訪問入浴） 別紙12 Ｐ377
・サービス提供体制強化加算に関する届出書（訪問看護、訪問リハ） 別紙12-2 Ｐ378
・サービス提供体制強化加算に関する届出書（通所介護、通所リハ） 別紙12-3 Ｐ379
・サービス提供体制強化加算に関する届出書（短期入所、施設サービス共通） 別紙12-4 Ｐ380
・サービス提供体制強化加算に関する届出書（特定施設） 別紙12-6 Ｐ381
・基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出書（介護老人福祉施設（基 別紙13-1-1 Ｐ382
本型・在宅強化型））

・基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出書（介護老人福祉施設（基 別紙13-1-2 Ｐ384
本型・在宅強化型））

・基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算（Ⅱ）に係る届出書（介護老人保健施設（療養型）） 別紙13-2 Ｐ386
・基本施設サービス費に係る届出書（介護老人保健施設（療養機能強化型）） 別紙13-3 Ｐ387
・基本施設サービス費に係る届出書（介護療養型医療施設（療養機能強化型以外）） 別紙13-4 Ｐ388
・基本施設サービス費に係る届出書（介護医療院（Ⅰ型）） 別紙13-5 Ｐ389
・基本施設サービス費に係る届出書（介護医療院（Ⅱ型）） 別紙13-6 Ｐ390
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書（訪問看護） 別紙14 Ｐ391
・定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書（訪問介護） 別紙15 Ｐ392
・移行支援加算に係る届出（訪問リハ） 別紙17 Ｐ393
・移行支援加算に係る届出（通所リハ） 別紙18 Ｐ394
・ADL維持加算に係る届出書（通所介護） 別紙19 Ｐ395
・入居継続支援加算に係る届出書（特定施設） 別紙20 Ｐ396
・入居継続支援加算に係る届出書（特定施設） 別紙20-2 Ｐ397
・配置医師緊急時対応加算に係る届出書（介護老人福祉施設） 別紙21 Ｐ398
・テクノロジー導入による夜勤職員配置加算に係る届出書（介護老人福祉施設、短期入 別紙22 Ｐ399
所）

・褥瘡マネジメントに関する届出書（介護老人福祉施設、介護老人保健施設） 別紙23 Ｐ400
・重度認知症疾患療養体制加算に係る届出書（介護医療院） 別紙24 Ｐ401
・介護療養型医療施設の移行に係る届出書（介護療養型医療施設） 別紙25 Ｐ402
・認知症専門ケア加算に係る届出書 別紙26 Ｐ403
・生活相談員配置等加算に係る届出書（通所介護、短期入所） 別紙27 Ｐ404
・中重度者ケア体制加算に係る届出書（通所介護、通所リハ） 別紙28-1 Ｐ405
・利用者の割合に関する計算書（中重度者ケア体制加算）（通所介護、通所リハ） 別紙28-2 Ｐ406
・認知症加算に係る届出書（通所介護） 別紙29-1 Ｐ407
・利用者の割合に関する計画書（認知症加算）（通所介護） 別紙29-2 Ｐ408
・医療連携強化加算に係る届出書（短期入所） 別紙30 Ｐ409
・短期利用特定施設入居者生活介護に係る届出書（特定施） 別紙Ａ Ｐ410
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