
様式第１号の２（第３条の２関係） 

 
指定居宅サービス事業者・ 指定居宅介護支援事業者・ 指定介護予防サービス事業者・ 指定第 1号事業者 更新申請書 

 
令和○○年◆月○日 

大阪市長  様 
主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区○○一丁目２番３４号 

申請者  名称                 株式会社○○○○ 
                                            代表者の職・氏名    代表取締役  ◆◆ △△△   ㊞ 
                                              法人以外の者にあっては、 

住所及び氏名 
 

第７０条の２第１項                                 指定居宅サービス事業者 
介護保険法 第７９条の２第１項                       の規定により、 指定居宅介護支援事業者   に係る指定の更新を 

第１１５条の１１において準用する同法第70条の２第1項         指定介護予防サービス事業者 
第１１５条の４５の６第１項                            指定第１号事業者 

 
受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 

１ 申請者 

名称又は氏名 
※変更の有無にか
かわらず記入 

名称又は氏名の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

フリガナ  カブシキガイシャ ○○○○ 
株式会社 ○○○○ 

主たる事務所の 
所在地 
※変更の有無にか
かわらず記入 

主たる事務所の所在地の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

フリガナ  オオサカフオオサカシチュウオウク○○１チョウメ２バン３４ゴウ 
（郵便番号 ○○○－○○○○      ） 

大阪府大阪市中央区○○一丁目２番３４号 
申請者の連絡先 
※変更有りの場合
は、変更後の連
絡先を記入 

申請者の連絡先の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

変更後の電話番号： 
変更後のＦＡＸ番号： 

法人の種別・ 
法人の所轄庁 
※変更有りの場合
は、変更後の法
人の種別・法人
の所轄庁を記入 

法人の種別の変更の有無  変更有り□・変更無し☑ 

変更後の法人の種別： 
変更後の法人の所轄庁： 
 

  

代表者の職・氏名・
生年月日 
※変更の有無にか
かわらず記入 

代表者の職・氏名の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

代表者の職：代表取締役 
 
代表者の氏名： ◆◆ △△△          （氏名フリガナ： ◆◆◆◆ △△△       ） 
 
代表者の生年月日：昭和○○年○月○○日 

代表者の住所 
※変更の有無にか
かわらず記入 

代表者の住所等の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

フリガナ  オオサカフオオサカシチュウオウク○○２チョウメ３バン４５ゴウ 
（郵便番号 ○○○－○○○○      ） 

大阪府大阪市中央区○○二丁目３番４５号 

電話番号 ◆◆-○○○○－×××× FAX番号 ◆◆-○○○○－×××× 

 
２ 指定の更新を受けようとする事業所 

事業所の名称 
※変更の有無にか
かわらず記入 

名称の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

フリガナ  デイサービスセンター ○○○○ 
デイサービスセンター ○○○○ 

事業所の所在地 
※変更の有無にか
かわらず記入 

事業所の所在地の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

フリガナ  オオサカフオオサカシ○○ク○○２チョウメ２バン２２ゴウ 
（郵便番号○○○－○○○○      ） 

大阪府大阪市○○区○○二丁目２番２２号 

事業所の連絡先 
※変更有りの場合
は  変更後の連
絡先を記入 

申請者の連絡先の変更の有無 変更有り□・変更無し☑ 

変更後の電話番号： 
変更後のＦＡＸ番号： 

介護保険事業所番号 ２ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ （既に指定を受けている番号を記入） 

現に指定を受けている事業者の有効期間満了日 平成・令和○◆年◆月△日 

更新（事業開始）年月日※有効期間満了日の翌日を記入 令和○○年◆月○日 

 

担当者氏名 ○○ ○○ 

連絡先 
電話番号 06-○○○○－×××× 

FAX番号 06-○○○○－△△△△ 
 

 

更新申請を行うサービスを囲んでください 

代表者印（法人の実印） 

を押印してください。 

「変更有り」の場合は、当該事項について変更届も同時に

提出してください。 

「変更有り」とは、新規申請時からではなく、直近で未提

出の変更届があるかどうかで判断してください。 

法人名称・法人所在地、法人代表者の名前等が 

一致しているか確認。 

この申請の内容について、説明で

きる方を記載してください。 



 

 

サービス・居宅介護支援 区分表 
 

事業所名 デイサービスセンター ○○○○ 

更新申請を行う事業の種類 

 

□ 訪問介護 
□ 介護予防型訪問サービス（第１号事業） 

□ 生活援助型訪問サービス（第１号事業） 

□ 訪問入浴介護 □ 介護予防訪問入浴介護 

□ 訪問看護 □ 介護予防訪問看護 

□ 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 

□ 居宅療養管理指導 □ 介護予防居宅療養管理指導 

☑ 通所介護 ☑ 介護予防型通所サービス（第１号事業） 

☑ 短時間型通所サービス（第１号事業） 
□ 地域密着型通所介護 □ 選択型通所サービス（第１号事業） 

□ 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 

□ 短期入所生活介護 □ 介護予防短期入所生活介護 

□ 短期入所療養介護 □ 介護予防短期入所療養介護 

□ 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 

□ 特定福祉用具販売 □ 特定介護予防福祉用具販売 

□ 福祉用具貸与 □ 介護予防福祉用具貸与 

 

□ 居宅介護支援 

 
※更新申請書類は、事業所ごとに必要です。 

  事業所名が同じでも、複数サービスの更新申請を行う場合、申請書類はサービスごとに提出が必要です。 

ただし、居宅サービスと同介護予防サービス（第１号事業）の同時更新申請の場合は、書類を 1部にまとめること

ができます。（指定日が異なる場合は、それぞれの指定日ごとに作成してください） 

 

例）指定日が 4月 1日の特定福祉用具販売と介護予防福祉用具貸与の更新を行う場合 

                                                               →2部（販売分、予防貸与分） 

   指定日が 4月 1日の特定福祉用具販売と介護予防特定福祉用具販売の更新を行う場合 

                                  →1部（販売と予防一括） 

指定日が４月１日の訪問介護と第１号訪問事業の更新を行う場合 

                               →1部（訪問と第 1号事業一括） 

   指定日が 4 月 1 日の通所介護と指定日が 5 月 1 日の第１号通所事業の更新を行う場合                       

 →2部（指定日ごと） 

 

 

 

※なお、同一事業所で複数のサービスの指定を受けており、指定有効期限を合わせて更新する場合は、更新申請に必

要な書類に加え、「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。 
 

 

 

 

 

 

指定居宅サービスと指定介護予防サービスあるいは指

定第１号事業を同時に更新する場合 



 

 

（参考様式７－３） 

 
令和○○年◆月○日 

  

 
誓     約     書 

 
 

Ａ 居宅サービス事業所 

 

居宅サービス事業所の指定の更新を受けるにあたって、介護保険法（平成 9年法律第 123号。以下同じ。）

第 70条第 2項第 1号から第 3号まで、第 5号から第 7号の 2まで、第 9号又は第 10号（病院等により行わ

れる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リ

ハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第 2 号から第 6 号まで又は第 7

号から第 11号まで）の規定を確認し、内容を理解した上で当該規定に該当しないことを誓約します。 

また、居宅サービス事業所の指定の更新を受けるにあたって、介護保険法、その他関係法令等を遵守する

ことを誓約します。 

 

Ｂ 介護予防サービス事業所 

 

介護予防サービス事業所の指定の更新を受けるにあたって、介護保険法（平成 9年法律第 123号。以下同

じ。）第 115条の 2第 2項第 1号から第 3号まで、第 5号から第 7号の 2まで、第 9号又は第 10号（病院等

により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護

予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る

指定の申請にあっては第 2号から第 6号まで又は第 7号から第 11号まで）の規定を確認し、内容を理解し

た上で当該規定に該当しないことを誓約します。 

 また、介護予防サービス事業所の指定の更新を受けるにあたって、介護保険法、その他関係法令等を遵守

することを誓約します。 

 

Ｃ 第 1号事業所 
 

第１号事業所の指定の更新を受けるにあたって、大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第 11

条第３項各号の規定を確認し、内容を理解した上で当該規定に該当しないことを誓約します。 

また、第 1号事業所の指定の更新を受けるにあたって、介護保険法、その他関係法令等を遵守することを

誓約します。 

 

 

 

 

 

 

             

【署名欄】 

主たる事務所の所在地：大阪府大阪市中央区○○一丁目２番３４号 

主たる事務所の名称：株式会社○○○○ 

代表者の職・氏名：代表取締役  ◆◆ △△△        ○印 
 

居宅介護支援事業所は 

（参考様式 7－４）を使用 

それ以外のサービスは 

（参考様式７－３）を使用 

更新申請を行うサービスを囲んでください 

法人所在地・名称・代表者の職・氏名を記載し、

代表者印（法人登記印）を押印してください。 


