
介護予防・日常生活支援総合事業 
みなし指定事業所更新について 

平成２９年１２月１３日 秋田市長寿福祉課 
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みなし指定更新について ポイント 

○「みなし指定」事業者は、総合事業の指定更新
が新たに必要（～平成３０年１月２６日〆切） 

○提出書類の様式や一覧については、「秋田市介
護予防・日常生活支援総合事業ホームページ」を
参照 

○定款・運営規程のほか、契約書・重要事項説明
書の表記について、再確認を！ 
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平成27年3月31日時点で有効な指定を持つ指定介護
予防訪問（通所）事業所に対し、総合事業における旧
介護予防訪問介護・旧介護予防通所介護と同一の内
容のサービスを提供する事業所として、全国の市町村
が平成27年4月1日に指定したとみなすもの。 

「みなし指定」とは 

有効期限：平成３０年３月３１日 

これ以降もサービスを提供する場合、指定更新が必要。 
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指定更新までの流れ 

受付期間 
   ～平成３０年１月２６日（金）１７時必着 

※今後、介護給付と合わせて指定更新申請ができるよう改正予定 
  （期間短縮のみ可） 

指定介護予防 
サービス事業者 

みなし 
指定事業者 

指定事業者（６年） 

H27.4.1 H29.4.1 H30.4.1 

制度改正 秋田市総合事業開始 

指定更新 

更新後の指定有効期間： 
  平成３０年４月１日～平成３６年３月３１日（６年間） 

H36.3.31 



4 

指定更新までの流れ 

申請 

受付 

審査 

指定更新 

長寿福祉課の窓口へ提出。 
手数料はかかりません。 

内容に不備があった場合は、書類 
の補正を指示させていただきます。 

指定更新通知書を送付します。 
大切に保管してください。 

申請受付後、具体的な確認を 
行います。 

〆切 
１月２６日 

通知 
３月下旬 
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提出書類一覧について 

記号の種類 
   ○＝提出が必須の書類 
    △＝同一事業所で行う介護給付または予防給付で 
      平成２９年度内に指定更新をした場合のみ 
      省略可能な書類 
 

様式の種類 
   「長寿福祉課様式」＝総合事業用の新規様式 
 

   【介護保険課 参考様式】＝従来の様式 
       →総合事業ホームページからリンクあり 



提出書類について 

提出書類 訪 通 様式等 備考 

１ 

秋田市介護予防・生
活支援サービス事業
第一号事業者 
指定更新申請書 

○ ○ 長寿福祉課様式 

２-１ 付表１ ○ 長寿福祉課様式 

２-２ 付表２ ○ 長寿福祉課様式 

３ 
従業者の勤務の体制
および勤務形態 
一覧表 

△ △ 
介護保険課 
参考様式１ 

１２月の実績により
作成 

４ 管理者の経歴書 △ △ 
介護保険課 
参考様式２ 

５ 職員の資格証写し △ △ － 
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提出書類について 

提出書類 訪 通 様式等 備考 

６ 
職員を雇用している
ことがわかる書類の
写し 

△ △ － 

（例）雇用契約書、辞令、
法人が発行した身分証
明書、出勤簿、給与支
払書類、社会保険加入
書類、嘱託医契約書 
など 

１人につきどれか１枚 

７ 法人の貸借対照表 △ △ － 直近の決算期のもの 

８ 誓約書 ○ ○ 長寿福祉課様式 

９ 役員・管理者名簿 ○ ○ 
介護保険課 
参考様式９－２ 

１０ 
運営規程・契約書・
重要事項説明書 

○ ○ － 
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提出書類について 

提出書類 訪 通 様式等 備考 

１１ 

介護予防・日常生
活支援総合事業費
算定に係る 
体制等状況一覧表 

○ ○ 長寿福祉課様式 

１２ 
損害保険証書の写
し 

△ △ － 
更新申請日時点で
有効なもの 

１３ 

・送迎車の車検証
の写し 
・任意保険証の写し 

（リースの場合は契
約書の写し） 

△ － 
更新申請日時点で
有効なもの 

１４ 定款 △ △ － 
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提出書類について 
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留意点 
  (1) やむを得ない理由等により添付が間に合わない 
    書類がある場合、任意用紙に記載し、添付。 
   【記載事項】 ・書類名称 ・遅れる理由 ・提出日めど 
 

  (２) 平成２９年度内の指定更新の有無により 
    用意する書類が変わるため、注意。 
    指定更新があった場合、指定通知の写しを 
    添付。 
 

  (３) 提出後に、内容について変更が生じた場合、 
    通常通り、変更届を提出。 
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ホームページの案内 

秋田市介護予防・日常生活支援総合事業 

「秋田市 長寿福祉課」 で検索！ 
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ホームページの案内 

ＵＲＬ→ http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/lg/default.htm 

７．事業所指定について 
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ホームページの案内 
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ホームページの案内 

長寿福祉課様式 

介護保険課 参考様式（リンクへ） 



定款・運営規程等の追加・変更 

総合事業による訪問型・通所型サービスを行う際は、定款に
規定があるか確認する必要がある。 

（例）介護保険法に基づく第一号事業 
※「介護予防および自立支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、地
域支援事業として行う介護予防・日常生活支援総合事業」の意味 
（介護保険法第１１５の４５条第１項第１号に規定） 

すべての法人の定款には当てはまらないので、詳細について
は、各所轄官庁にご相談ください。 
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１．定款の記載例 



定款・運営規程等の追加・変更 

すべての法人の定款には当てはまらないので、詳細について
は、各所轄官庁にご相談ください。 15 

１．定款の記載例 

・「介護保険法に基づく介護予防○○介護」 
           →（例）「介護保険法に基づく介護予防○○介護 
                及び第一号○○事業」 
・「介護保険法に基づく介護予防サービス」 
           →（例）「介護保険法に基づく介護予防サービス、               
                第１号訪問事業及び第１号通所事業」 
・第二種社会福祉事業 
「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」 
              →変更の必要なし 



定款・運営規程等の追加・変更 
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２．運営規程の記載例 

・「訪問介護および介護予防訪問介護」 
  →（例）「訪問介護および介護予防訪問介護、第一号訪問事業」 
 

   並記する場合は、全ての部分に「第一号○○事業」を追加してください。 
 

・「要介護１～５、要支援１～２」 
  →（例）「要介護１～５、要支援１～２ 、事業対象者」 
 

・「介護給付、予防給付」 
  →（例）「介護給付、予防給付、第一号事業」 
 

    全ての区分分けに、総合事業の区分を追加してください。 



定款・運営規程等の追加・変更 
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３．契約書・重要事項説明書の記載例 

・居宅サービス計画       居宅サービス計画 
  介護予防サービス計画 →   介護予防サービス計画 
                    介護予防ケアマネジメント 
 

・○○介護計画           ○○介護計画 
  介護予防○○介護計画 → 介護予防○○介護計画 
                    介護予防サービス・支援計画 
 

   サービス計画の総合事業部分の名称を追加してください。 

 
・利用料金 「事業対象者」＝要支援１相当額 
                  または「市長の定める額とする」 
 

   「事業対象者」の料金についての記載を追加してください。 
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定款・運営規程等の追加・変更 

 留意点 
 

  (1)予防給付が平成３０年４月１日から廃止となるが、 
    更新申請提出時は、文言を消さない。 
    ４月以降に変更届で対応が必要。 
     
  (２) 平成３０年度の介護報酬の改定内容によって 
    指定更新申請の提出後に、契約書・重要事項 
    説明書などの内容を変更したい場合は、 
    差し替えの形で、再度提出。 
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みなし指定更新について まとめ 

○みなし指定更新が新たに必要。（～平成３０年１月２６
日〆切）３月下旬に指定通知を発送予定。 

○提出書類の様式や一覧は、総合事業のホームペー
ジを参照。平成２９年度の指定更新の有無で提出書類
が変わる点に注意。（指定通知書の写し！） 

○定款・運営規程・契約書・重要事項説明書への総合
事業部分（第一号事業）の記載が必要。 


