
関西各市町村の介護保険施設事業者公募情報 (2021年9月1日現在)

※詳細は各行政HPにてご確認ください

●箕面市

＜令和3年度 箕面市指定地域密着型サービス事業者募集＞

募集数 定員 整備区域

1施設 18人 市内全域

1事業所 29人 市内全域

1事業所 29人 市内全域

◎選定スケジュール

①一次審査

募集要項配布期間:令和3年7月19日～9月21日

質問受付期間:令和3年8月31日～9月1日

応募受付期間:令和3年9月15日～21日

一次審査結果:令和3年11月初旬発送予定(全申込者へ自己の結果のみを郵送にて通知)

②二次審査

募集要項配布期間:令和3年9月22日～11月18日

質問受付期間:令和3年11月1日～5日

応募受付期間:令和3年11月17日～18日

選定会議:令和3年12月中に実施予定

●八尾市

＜1.令和3年度 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者募集＞

整備区分 募集床数 形態 整備地域

新規及び既

存施設の増

床※1

29床以内 ﾕﾆｯﾄ型
市内全域

※2

※1 「同一法人が運営する広域型特別養護老人ホームを本体施設とするサテライト型」,「単独型」も可とする

※2 地域のバランスを考慮して第１圏域、第２圏域及び第５圏域への整備については加点の対象とする

＜2.令和3年度 介護医療院整備事業者募集＞

整備区分 募集床数 整備形態 整備地域

新規及び既

存施設の増

床※1

30床以内

Ⅰ型・Ⅱ型・

Ⅰ型Ⅱ型混

合も可

市内全域

※1 介護療養型医療施設や 医療療養病床からの介護医療院への転換は整備数に含まない

＜3.令和3年度 特定施設入居者生活介護サービス事業者募集＞

定員 区域

171人分
八尾市全

域

29人分
八尾市全

域

※1 要介護者に加えて、要支援者や自立入居者も対象とする施設

※2 入居者が要介護者、その配偶者、その他厚生労働省令で定める者に限られる施設

◎選定スケジュール (上記3種別共通)

募集要項配布期間:令和3年8月20日～10月8日

質疑応答受付期間:令和3年8月27日～9月10日

書類提出期間:令和3年9月24日～10月8日

選考結果通知･公表:令和3年12月中旬～下旬

事業種別

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

施設種別

地域密着型特別養護老人ホーム

(地域密着型介護老人福祉施設 入居者生活介

護)

地域密着型特定施設入居者生活介護

(介護専用型※2)

施設種別

介護医療院

施設種別

特定施設入居者生活介護

(混合型※1 又は 介護専用型※2)



●堺市

＜1.広域型特別養護老人ホーム (新設･増床)整備事業者募集＞

募集数 募集区域

160人分 市内全域

30人分

10人分

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:①②令和3年10月25日～29日　③令和3年9月24日～30日

選考結果通知:令和3年11月～12月頃

＜2.地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者募集＞

区分 募集数 定員

新設 1施設 29人

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:令和3年10月25日～29日

選考結果通知:令和3年11月～12月頃

＜3.認知症対応型共同生活介護事業所整備事業者募集＞

区分 募集数

新設 54人分

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:令和3年10月25日～29日

選考結果通知:令和3年11月～12月頃

＜4.特定施設入居者生活介護事業所整備事業者募集＞

令和3 年度は、既存養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム

(有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅を含む)からの転換のみを認める

区分 募集数 募集区域

転換 300人分 市内全域

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:令和3年9月24日～30日

選考結果通知:令和3年11月頃

＜5.小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業者募集＞

今回の公募は、補助金の交付を希望する事業者に対するものです。

補助金の交付を希望しない場合は、任意の区域に事業所を開設することができます

区分 募集数

新設 4事業所

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:令和3年10月11日～15日

選考結果通知:令和3年11月～12月頃

募集区域

堺１・堺３・堺４・中 2

 ・東１・西 1 ・西 3 ・南 2

 ・南４・北２・北４

施設種別

小規模多機能型居宅介護事業所

又は看護小規模多機能型居宅介護事

業所

募集区域

南２区・北 3 区・北 4

区

既存の広域

型特別養護

老人ホーム

事業開始

令和5年12月1日

令和4年度中

令和3年度中

施設種別

広域型

特別養護老人ホーム

区分

①新設

②増改築による増床

③ショートステイからの

転換による増床

募集区域

市内全域

(但し､既存のグループホーム等の整備状況を考慮する)

施設種別

特定施設入居者生活介護

施設種別

認知症対応型共同生

活介護

施設種別

地域密着型特別養護

老人ホーム



●堺市

＜6.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所整備事業者募集＞

今回の公募は、補助金の交付を希望する事業者に対するものです。

補助金の交付を希望しない場合は、任意の区域に事業所を開設することができます

区分 募集数

新設 2事業所

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:令和3年10月4日～8日

選考結果通知:令和3年11月～12月頃

●和泉市

＜令和3年度和泉市特定施設入居者生活介護及び

及び地域密着型特定施設入居者生活介護整備運営事業者募集＞

＜令和3年度和泉市認知症対応型共同生活介護整備運営事業者募集＞

◎選定スケジュール (上記2サービス共通)

応募申込書受付期間:令和3年9月3日～28日

質疑期間:令和3年10月8日～12日

応募書類提出期間:令和3年11月12日～26日

事業者決定､結果通知:令和3年12月下旬

●三木市

＜高齢者福祉施設整備事業者公募(介護老人福祉施設等)＞

・整備予定地 三木市志染町青山７丁目の「青山７丁目団地再耕プロジェクト」

区域内の用地（約3,800㎡）とし、用地は貸与契約日から

30年間、運営事業者に対して無償で貸与する予定

・公募施設の種類、規模及び条件等

区分

・介護老人福祉施設 100床程度

・短期入所生活介護 10床以上

・通所介護 １月当たりの平均利用延人員が750人以上

・居宅介護支援

・地域交流スペース 80㎡以上

地域交流、介護予防の拠点となる場を地域住民に

無料開放すること

・在宅介護支援センター

三木市在宅介護支援センター運営事業実施要綱に

基づく事業を実施すること

◎選定スケジュール

応募書類受付期間:令和3年8月30日～9月30日

質問受付期間:令和3年8月30日～9月17日

第１次審査結果通知:令和3年10月中旬

第２次審査結果通知､事業者決定:令和3年10月下旬

市内全域から67人分

サービスの種類 開設の時期

令和4年度から

令和5年度まで

令和4年度から

令和5年度まで

居宅サービス

地域密着型

サービス

市内全域から250人分

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所
中区・西区・南区・北区

事業開始の時期募集予定定員数

施設種別 募集区域

サービスの種類

混合型　特定施設

入居者生活介護

地域密着型特定施設

入居者生活介護

内　　容

施 設

地域密着型

サービス
認知症対応型共同生活介護 令和4年度中

募集予定定員数

市内全域から2施設

(18人×2施設)



●兵庫県香美町

＜令和4年度整備 香美町地域密着型 サービス事業者公募＞

事業所数 登録定員 圏域

1 9人以下 町全域

◎選定スケジュール

質疑受付期間:令和3年8月23日～9月13日

応募受付期間:令和3年8月23日～9月30日

選定審査会開催

指定候補事業者決定:令和3年10月～11月

●高砂市

＜令和3年度 高砂市地域密着型サービス事業予定者公募＞

◎選定スケジュール

質問受付期間:令和3年8月30日～9月17日

応募申込受付期間:令和3年10月12日～11月12日

最終結果通知送付:令和4年2月下旬

●寝屋川市

＜令和3年度寝屋川市介護サービス整備事業者公募説明会開催＞

緊急事態宣言が発令されたため、当初は８月11日に公募説明会が開催される予定でしたが

書面開催となりました。

事業所数 定員数 圏域

1箇所 18人 東圏域

1箇所 29人 東北圏域

1箇所 29人 東圏域

全圏域

◎選定スケジュール

質疑受付期間:令和3年8月12日～30日

応募申請書提出期間:令和3年8月12日～11月12日

応募書類(審査書類)提出期間:令和3年11月19日～12月10日

事業者決定:令和4年3月頃

小規模多機能型居宅介

護(介護予防を含む) １事業所

（登録定員29人以下× 1事業所）

高砂市内

※未整備地区

(竜山中学校区/松陽中学校区/鹿島中

学校区)に設置する事業者については加

点対象とする

看護小規模多機能型居

宅介護

圏域

募集サービス

認知症対応型共同生活介護

サービス種類 事業所数・定員

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護
１事業所 高砂市内

募集サービス

①認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

②看護小規模多機能型居宅介護

③小規模多機能型居宅介護

④特定施設入居者生活介護 整備数100床



●姫路市

＜令和4年度医療介護ゾーンにおける特別養護老人ホーム及び指定特定施設開設希望者募集＞

① 広域型特別養護老人ホーム創設

必須 〔ア〕広域型特別養護老人ホーム（個室ユニット型又は従来型）：90床

〔イ〕ショートステイ（個室ユニット型又は従来型 ）：１０床 以上 （特養併設）

併設可 〔ウ〕看護小規模多機能型居宅介護事業所

〔エ〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

〔オ〕施設内保育施設

〔カ〕居宅介護サービス事業所：通所介護・訪問介護等

② 指定特定施設創設

必須 〔ア〕指定特定施設（混合型）：80床

※包括型および外部サービス利用型のどちらも可能

併設可 〔ウ〕看護小規模多機能型居宅介護事業所

〔エ〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

〔オ〕施設内保育施設

〔カ〕居宅介護サービス事業所：通所介護・訪問介護等

◎選定スケジュール

オンライン説明会:令和3年8月16日

質疑受付期間:令和3年8月17日～9月3日

事前協議期間:令和3年8月18日～10月29日

開設検討調査票提出:令和3年10月1日

開設申出書事前提出:令和3年11月12日

開設申出書提出受付:令和3年11月19日

選考結果発表:令和4年2月末(予定)

●姫路市

＜令和4年度特別養護老人ホーム等開設希望者募集＞

整備数：下記①・②・③・④を合わせて214床

① 広域型特別養護老人ホーム創設

必須 〔ア〕広域型特別養護老人ホーム（個室ユニット型又は従来型）：上限なし

〔イ〕ショートステイ（個室ユニット型又は従来型 ）：１０床 以上 （特養併設）

併設可 〔ウ〕小規模多機能型居宅介護事業所

〔エ〕看護小規模多機能型居宅介護事業所

〔オ〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

〔カ〕施設内保育施設

〔キ〕居宅介護サービス事業所：通所介護・訪問介護等

② 地域密着型特別養護老人ホーム創設

必須 〔ア〕地域密着型特別養護老人ホーム（個室ユニット型又は 従来型 ）：２９床 以下

〔イ〕ショートステイ（個室ユニット型又 は 従来型 ）：１０床 以上 （特養併設）

併設可 〔ウ〕小規模多機能型居宅介護事業所

〔エ〕看護小規模多機能型居宅介護事業所

〔オ〕認知症高齢者グループホーム

〔カ〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

〔キ〕施設内保育施設

〔ク〕居宅介護サービス事業所：通所介護・訪問介護等

③ 既存 の広域型特別養護老人ホーム の増床 （個室ユニット型又は従来型）

④ 既存の特別養護老人ホーム併設ショートステイから特養への転換



●姫路市

＜令和4年度特別養護老人ホーム等開設希望者募集＞

◎選定スケジュール

オンライン説明会:令和3年7月29日

質疑受付期間:令和3年7月30日～8月18日

事前協議期間:令和3年8月2日～10月29日

開設検討調査票提出:令和3年10月1日

開設申出書事前提出:令和3年11月12日

開設申出書提出受付:令和3年11月19日

選考結果発表:令和4年2月末(予定)

●豊岡市

＜2021年度豊岡市特定施設入居者生活介護指定候補事業者募集＞

入居定員 利用定員 圏域

48人 34人 市全域

※ 利用定員は、要介護・要支援者の推定利用定員

◎選定スケジュール

応募受付期間:令和3年8月2日～9月15日

質疑受付締切:令和3年8月25日

質疑回答:令和3年9月1日

指定候補事業者決定:令和3年10月上旬～中旬

●枚方市

＜令和3年度 地域密着型サービス整備事業候補者選定に関する募集＞

整備予定数

１か所

１か所

１か所

計2か所

１か所

１か所

27床 既存の増床、新設

※サービス種別に掲げる 「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」と「小規模多機能型

居宅介護」 又は 「看護小規模多機能型居宅介護」を 合築・ 併設の施設で行 う事業提案に対し

評価項目を加える（加点要素とする）

◎選定スケジュール

募集要項及び申込書類の配布期間:令和3年7月15日～10月6日

質疑受付期間:令和3年7月26日～8月3日

質疑回答公開期間:令和3年8月17日～10月6日

申込書受付期間:令和3年10月5日、６日

選定実施期間(書面審査･ヒアリング):令和3年10月～12月

整備事業候補者決定:令和3年12月

混合型特定施設入居者

生活介護(ケアハウス､有

料老人ホーム､サービス付き

高齢者向け住宅)

施設数は定めないが、

定員の範囲内で選定

基準による得点の高

い順に選定

種別 整備数

第６～10、13 圏域 認知症対応型共同生活介護

整備予定圏域 サービス種別 備考

第１～５､11､12圏域

のうち、いずれか１つの

圏域

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護

第６～10､13 圏域のう

ち、 い ずれか２つの 圏

域

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

第６～10､13 圏域のう

ち、 い ずれか１つの 圏

域

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護



●宇治市

＜令和3年度 地域密着型サービス事業者募集＞

定員

各18人

18人

29人

※認知症対応型共同生活介護については、上記の日常生活圏域を基本としつつ､宇治市内全域での応募も

可能とする

◎公募から内定までの日程

要項配布期間:令和3年6月1日～12月28日

公募説明会:令和3年6月9日

以下の3回に期間を分けて、応募の受付･書類審査･選考を行う

応募受付期間

内定通知

●神戸市

＜今後実施予定の募集について＞

令和３年１０月頃の募集を予定しているもの

（変更される場合があります。）

１．介護保険施設等

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所

２．認知症高齢者グループホーム

３．介護付き有料老人ホーム等

●西宮市

＜第8期介護保険事業計画に基づく公募について＞

＜特別養護老人ホーム＞

公募内容: 30床以上220床以内及びショートステイ

(土地持ち込み型公募)(予定)

公募期間: 令和3年秋～冬頃(予定)

※第８期　介護保険施設における各行政の整備計画の方向性

各市町村の第８期介護保険事業計画の詳細等お知りになられたい方は、

弊社までお問合せください。

株式会社ライフデザイン研究所

電話番号：06-4708-6844　 FAX番号：06-4708-7067

整備(予定)年度 日常生活圏域 事業種別

令和4年度 北宇治、西宇治 認知症対応型共同生活介護

令和5年度 東宇治南 認知症対応型共同生活介護

令和4年度 宇治市全域 看護小規模多機能型居宅介護

第1回 第2回 第3回

※第1回の応募により事業者が内定した場合は、第2回・第3回の応募受付後であっても、第1回の内定事業者を優先する。

また、第2回の応募で事業者が内定した場合は、第3回の応募受付後であっても、第2回の内定事業者を優先する。

なお、募集している事業について、事業者の内定が完了した場合は、その時点で募集を終了する｡

令和3年6月1日

～8月31日

令和3年9月1日

～10月29日

令和3年11月1日

～12月28日

令和3年11月上旬予定 令和4年1月上旬予定 令和4年3月上旬予定


