
関西各市町村の介護保険施設事業者公募情報 (2021年12月1日現在)

※詳細は各行政HPにてご確認ください

●京都市

＜令和3年度 第2回募集＞

　◎募集内容

開所時期 募集ｻｰﾋﾞｽ 募集数

① 令和４年度から 認知症対応型共同生活介護 113人分

② 令和５年度開所分 特別養護老人ホーム(広域型､地域密着型) 131人分

◎選定スケジュール

応募受付期間:令和3年12月6日～17日

選定結果通知:令和4年3月上旬

●箕面市

＜令和3年度 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11月15日～12月28日

質問受付期間:令和3年12月9日～10日

応募受付期間:令和3年12月24日～28日

一次審査結果:令和4年2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4年1月4日～2月18日

質問受付期間:令和4年2月4日～7日

応募受付期間:令和4年2月17日～18日

二次審査にかかる選定会議の開催日時:令和4年3月下旬に実施予定

●高槻市

＜令和4年度 高槻市地域密着型サービス等整備事業者募集＞

（令和３年度未整備分）

整備数

1

1

1

※高槻西圏域以外で応募することも可能。但し、高槻西圏域で応募した事業者と競合した場合、

高槻西圏域以外の事業者の計画は、選考対象外となる。

◎選定スケジュール

質問受付締切:令和3年12月17日

書類提出期間:令和4年1月7日～14日

整備事業者決定･通知:令和4年3月頃

整備種別

①養護老人ホーム

/定員29人

③認知症対応型共同生活介護/定

員18人

①②③サービスを整備す

ることを条件とする｡

同一建物に併設するか

否かは問わないが､3ｻｰ

ﾋﾞｽを同じ圏域内で整

備することを条件とする

事業種別

(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

整備圏域

②地域密着型介護老人福祉施設

(ﾕﾆｯﾄ型/定員29人)

注意事項

高槻西圏域

(高槻西圏域以外

の応募も可能)※



●高槻市

＜令和4年度 高槻市地域密着型サービス等整備事業者募集＞

整備数

高槻東圏域 1 令和３年度未整備分

高槻北圏域 1 令和４年度整備分

高槻西圏域 1 令和４年度整備分

※新設の有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム該当）を対象とする。

※当該施設の全床数にて応募してください。

◎選定スケジュール

質問受付締切:令和3年11月19日

書類提出期間:圏域により異なる　※補正含む

高槻東圏域：令和3年12月6日～10日

高槻北圏域：令和3年12月13日～17日

高槻西圏域：令和3年12月13日～17日

整備事業者決定･通知:令和4年2月下旬頃

●豊中市

第8期 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス等事業者公募について

　豊中市 第8期 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、令和4年度（2021年度）

以降に事業者公募を行う予定。詳細が決定次第、ホームページ等で知らせる

　なお、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護（認知症対応型共同生活介護を併設）

2施設のうち、1施設については大阪府が行う「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（PFI法）」に基づく入札によって決定する予定。

＜公募予定案件＞

① 1施設

② 180床

新型コロナウイルス感染症の流行など社会情勢の変化により公募時期等は変更の可能性がある

●東大阪市

＜令和3年度 地域密着型サービス等事業者 公募＞

◎募集内容 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（定員29 名）

と地域密着型認知症対応型共同生活介護（定員 １８名）の併設施設2 箇所

◎募集圏域 募集圏域は市内全域とします。ただし、第２整備圏域及び第３整備圏域を優先とし、

審査において加点する。また、「日常生活圏域」は、概ね中学校区となります

優先整備圏域 日常生活圏域名

縄手北

縄手

くすは縄手南校

池島学園

盾津

盾津東

英田

◎整備年度

補助金内示後に本体工事の入札を行い、工事着工をし、

２０２３年（令和５年）４月１日に開設予定とする

地域密着型老人福祉施設入所者生活介護

（認知症対応型共同生活介護を併設）

※認知症対応型共同生活介護（グループホーム）単独での募集ではない

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護(介護

予防含む)/定員18人

認知症対応型共同生活介護(介護

予防含む)/定員18人

地域密着型特定施設入居者生活

介護/29人　※

整備圏域 整備種別 備考

募集圏域

市内全域

第２整備圏域

第３整備圏域



●東大阪市

＜令和3年度 地域密着型サービス等事業者 公募＞

◎選定スケジュール

応募期間:令和3年12月3日～10日

プレゼンテーション・ヒアリング審査/事前協議事業者の決定:令和3年12月

●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

●富田林市

＜令和３年度地域密着型サービス事業者募集＞

◎選定スケジュール 事業者応募受付:令和3年11月12日～12月17日

審査書類:令和3年12月～1月頃

選定作業､事業予定者の決定:令和4年2月下旬～3月頃

●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

令和4年度 宇治市全域 看護小規模多機能型居宅介護

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

小規模多機能型居宅介

護

１事業所

定員29人(通い18人､宿泊9人)
市内全域

整備(予定)年度 日常生活圏域 事業種別

サービス種別 事業所数・定員 整備圏域

認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）

１事業所

定員18人（２ユニット）
市内全域

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



●宇治市

＜令和3年度 地域密着型サービス事業者募集＞

応募受付期間

内定通知

●西宮市

＜特別養護老人ホーム等整備運営法人募集＞

公募内容: 特別養護老人ホーム(ユニット型)　30床以上220床以内

短期入所生活介護（ショートステイ）を10 床以上併設すること

地域交流スペースを設置すること

ショートステイは、介護予防短期入所生活介護も併せて指定を受けること

用地等: (1)法人自己所有

(2)借地(一般定期借地権による50 年以上の期間を原則とし、定期借地権においては、

公正証書による賃貸借契約を行うこと)

◎選定スケジュール

質問締切:令和3年10月22日

応募締切:令和3年12月17日

整備運営法人の決定:令和4年2-3月

●神戸市

＜令和3年度事業者募集＞

１.広域型特別養護老人ホーム（Ａ）及び地域密着型特別養護老人ホーム（Ｂ）

募集数:200床程度（Ａ+Ｂ）創設、増床含む

1か所あたり:（Ａ）30床以上100床以下　（Ｂ）29床以下

２.介護老人保健施設

募集数:150床程度　創設、増床含む

1か所あたり:100床以下

３.認知症高齢者グループホーム

募集数:150床程度　創設、増床含む

1か所あたり:３ユニット以下

４.特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅）

募集数:新設、増床・転換等あわせて100床程度　

1施設の総定員は100人以下

５.（看護）小規模多機能型居宅介護事業所

募集数:必要箇所数（未整備圏域に限る）

◎選定スケジュール

募集要項配布時期:令和3年10月13日から

応募書類提出期間:令和3年12月6日～20日

選考結果通知(予定):令和4年3月下旬頃

※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

第1回 第2回 第3回



●芦屋市

＜令和3年度 芦屋市地域密着型サービス公募＞

　◎募集内容

※事業所内に地域交流スペースの設置を検討ください

※他圏域、山手生活圏域･潮見生活圏域での整備についても相談可能

◎選定スケジュール

応募受付期間:令和3年10月1日～12月28日

書類審査による第１次審査結果通知:令和4年2月上旬

第２次審査結果通知(事業予定者決定):令和4年4月上旬

※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

看護小規模多機能型

居宅介護
1か所 29人以下 精道生活圏域

サービス種別 整備予定数 定員 整備圏域


