関西各市町村の介護保険施設事業者公募情報

(2022年6月1日現在)
※詳細は各行政HPにてご確認ください

●尼崎市
＜令和4年度介護医療院整備事業者の募集＞
介護医療院の創設（新規整備） 2 施設（2 法人）
募集施設

施設数

定員数

募集圏域(施設整備予定地)

介護医療院

1施設

30床以上48床以内

全圏域(圏域指定なし)

介護医療院

1施設

30床以上144床以内

全圏域(圏域指定なし)

◎選定スケジュール
応募受付期間:令和4年4月8日～6月10日
質問受付期間:令和4年4月8日～4月28日
面接審査:令和4年6月下旬～7月頃
選定結果通知:令和4年9月頃
●交野市
＜交野市指定地域密着型サービス(介護保険)運営法人の公募＞
種別

整備数

地域密着型介護老人福祉施設

1か所

小規模多機能型居宅介護事業所

1か所

定員上限

入所定員29人
※ﾕﾆｯﾄ定員上限10人

圏域

開設年度

交野市全

令和５年

域

度中

宿泊サービス定員9人

◎選定スケジュール
応募受付期間:令和4年4月4日～6月30日
質問受付期間:令和4年4月4日～6月23日
事業者の選考･審査:令和4年7月中旬頃
運営法人等の選定:令和4年7月下旬頃予定
●豊中市
事業者公募説明会の実施
令和4年度に行う地域密着型サービス等事業者公募に関する事業者公募説明会を、令和4年6月7日(火曜)
に実施する。午前、午後の2部構成となっており、申込予定事業者は必ず参加して下さい｡
1.午前の部

特定施設入居者生活介護

2.午後の部

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護等

参加については事前申込制。申込事業者に対し、開催時間、開催場所等を伝える。
申込期間:令和4年5月27日17時～令和4年6月3日17時
豊中市電子申込システムを使った申し込みとなる｡

●宇治市
＜令和3～5年度 地域密着型サービス事業者募集(再公募)＞
整備(予定)年度

日常生活圏域

事業種別

定員

令和4年度
令和5年度
令和4年度

西宇治 ※
東宇治南 ※
宇治市全域

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

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､宇治市全域での応募を可能とする

◎公募から内定までの日程
要項配布期間:令和4年2月14日～6月30日
応募書類受付期間:令和4年5月2日～6月30日
書類審査･選考期間:令和4年7月上旬～8月下旬(予定)
内定通知:令和4年9月上旬(予定)

●西宮市
第8期西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護保険事業計画に基づく公募について
◎令和4年度

公募内容

※補助金については予算の範囲内となる

対象事業
特別養護老人ホーム

公募内容

応募受付期間:令和4年4月25日～6月30日
ショートステイを10床

審査会における事業者選考及び整備運営法人

以上併設すること

の決定:令和4年7～9月

453床

令和4年6月頃～令和4年8月頃(予定)

入居者生活介護

R4.12
～R7.3

153床

有

有

※採択から開設までのスケジュール(予定)

(混合型)
認知症対応型
共同生活介護

(予定)

30床以上240床以内

(介護老人福祉施設)

特定施設

補助金

公募時期及び整備スケジュール

採択
開設

令和4年6月頃～令和4年8月頃(予定)
※採択から開設までのスケジュール(予定)

R4.12

採択

R5.4～

入札・契約・工事着工等

～R7.3

有

開設

●高砂市
＜令和４年度 高砂市特別養護老人ホーム事業予定者公募＞
サービス種類

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

定員

８０床程度
※70 床以上 90 床以

条件

募集箇所数

１か所

下

①居室形態は個室ユニット型とする
②ショートステイを５床以上整備すること

・建設予定地
高砂市中筋5丁目73-4 他（市営中筋住宅跡地）

◎選定スケジュール
応募書類申込受付期間:令和4年6月13日～7月13日
第1次審査(書類審査):令和4年7月下旬
第1次審査(ヒアリング):令和4年8月上旬
第2次審査(委員会による事業予定者の選考):令和4年8月中旬
最終結果通知送付:令和4年8月下旬
●茨木市
＜令和4年度 地域密着型サービス事業者募集説明会＞
◎募集内容
（1）小規模多機能型居宅介護
全圏域 ２か所
（2）認知症対応型共同生活介護 全圏域 １か所
（3）地域密着型介護老人福祉施設
全圏域

開催日時:令和4年6月17日午前10時～

(計画上の圏域 南圏域及び東圏域)
※２ユニット（定員18人）
(計画上の圏域 東圏域)
(計画上の圏域 東圏域)
１か所（定員29人）

※圏域を限定し募集を行うと、応募者が現れない可能性が極めて高いため、圏域を限定せず
募集を行います。なお、サービス整備計画が競合し、事前協議を行う事業者を選定する場合は、
計画上の圏域を優先します。

◎事前相談の受付
受付期間：令和4年6月17日～7月15日 午前9時～午後5時
受付場所：茨木市役所 本館2階14番窓口 長寿介護課 管理係
提出書類：事前相談申込書

●神戸市
＜令和 4 年度 兵庫区浜中町における介護保険施設等・障害福祉サービス事業所を整備する事業者募集＞
・事業予定地

神戸市兵庫区浜中町１丁目１７番３

・募集内容

※下記（１）と（２）の合築施設

（１） 介護保険施設等

下記施設のいずれか
施設種別

整備可能床数

① 特別養護老人ホーム（広域型）

30 床以上 100床以下

② 小規模特別養護老人ホーム

29 床以下

（地域密着型）
③ 介護老人保健施設

100 床以下

④ 認知症高齢者グループホーム

3 ユニット(1ユニット 5～9人)以下

（２）障害福祉サービス事業所

下記施設のいずれか

ただし、①障害者グループホームと③生活介護事業所の合築は認められない。
複数施設を提案する場合は、「①障害者グループホームと②相談支援事業所」
又は「②相談支援事業所と③生活介護事業書」のいずれかとする。
施設種別

整備可能床数

① 障害者グルー プホーム

２人～10 人

② 相談支援事業所

－

③ 生活介護事業所(共生型を含む)

20 人以上

◎選定スケジュール
応募書類提出:令和4年6月20日～7月4日
事業内容ヒアリング(予定):令和4年7月下旬頃
選考結果通知(予定):令和4年9月下旬頃
●神戸市
＜今後実施予定の募集について＞
令和４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

●枚方市
＜令和4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＞
整備予定圏域

サービス種別

地域密着型介護老人福祉施設
第１～５､11､12圏域のうち、
いずれか１つの圏域

入所者生活介護

１か所

小規模多機能型居宅介護

１か所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

１か所

第７～10､13 圏域のうち、

地域密着型介護老人福祉施設

い ずれか１つの 圏域
第６～10､13 圏域のうち、

入所者生活介護

い ずれか１つの 圏域

整備予定数

看護小規模多機能型居宅介護

１か所
１か所

※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）

●枚方市
＜令和4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＞
◎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4年4月28日～7月15日
質疑受付期間:令和4年5月9日～17日
質疑回答公開期間:令和4年5月31日～7月15日
申込書受付期間:令和4年7月14日、15日
選定実施期間(書面審査･ヒアリング):令和4年7月～10月
整備事業候補者決定(予定):令和4年10月
●加古川市 令和4年度第１回
令和4年4月22日～6月21日
1募集受付期間
2施設等募集内容
（1）①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
②夜間対応型訪問介護

＜公募数＞
①②で7ヶ所
（下記圏域に１か所ずつ）
氷丘、平岡、平岡南、山手、
両荘、神吉、志方
(2)(3)で6ヶ所
【優先整備圏域】

（2）小規模多機能型居宅介護
（3）看護小規模多機能型居宅介護

加古川・平岡・平岡南・志方

（4）ｻﾃﾗｲﾄ型小規模多機能型居宅介護
（5）ｻﾃﾗｲﾄ型看護小規模多機能型居宅介護
（6）特別養護老人ホーム

（7）地域密着型特別養護老人ホーム
（8）グループホーム
（9）特定施設入居者生活介護の指定を受ける
有料老人ホーム
又は サービス付き高齢者向け住宅

（10）軽費老人ホーム（ケアハウス）

3公募スケジュール予定
第1回目

市内全圏域
新設:30床以上101床以下
増設:1床以上101床以下
市内全圏域/1 施設
ユニット型29床以下
市内全域で36床以下
※既存施設の増床応募も可
市内全圏域
新設:30人以上50人分以下
増床:1人以上50人分以下
市内全圏域
30 床以下/ユニット型
※新設・増設を問わない

第2回目

内容

4月
8月
公募申込受付終了
6月
10月
事業候補者の決定
7月～8月
11月～12月
※第2回目については第1回目の選定数が公募数に満たなかったサービスのみ実施予定

公募申込受付開始/市HPに公募要項等を掲載

●伊丹市
＜令和4年度 伊丹市指定地域密着型サービス施設に係る指定候補事業者公募＞
事業種別
①小規模多機能型居

募集数
2施設

優遇する整備地区

併設施設等
③地域密着型介護老

稲野又は鴻池、笹原又は
宅介護又は看護小規
人福祉施設入所者生
(登録定員29人/1施設) 鈴原、南の各小学校区

模多機能型居宅介護

②定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

活介護

1施設

天神川又は荻野、伊丹又
サービス付き高齢者向け
は摂陽の各小学校区を除
住宅
く地域

●伊丹市
＜令和4年度 伊丹市指定地域密着型サービス施設に係る指定候補事業者公募＞
③地域密着型介護老
人福祉施設入所者生

①/※特定施設入居者

1施設（定員29人）

活介護

笹原、南のいずれかの小
生活介護(50床以内)の
学校区

併設可

◎選定スケジュール
応募受付･質問受付:令和4年5月9日～6月30日
候補事業者決定･通知:令和4年8月中旬
●大東市
＜地域密着型サービス看護小規模多機能型居宅介護 事業者募集＞
令和4年度整備予定の地域密着型サービスの種類
看護小規模多機能型居宅介護
（宿泊９床）
※応募・採用がない場合は、再度、募集することがある

１箇所

◎選定スケジュール
受付期間:令和4年6月30日まで
事業者決定:令和4年8月上旬予定

●大津市
＜令和4年度

特別養護老人ホーム・地域密着型サービスの施設整備に係る公募＞

公募ｻｰﾋﾞｽ
介護老人福祉施設

①
②
③
④

(特別養護老人ﾎｰﾑ)
・地域密着型サービス
(介護予防)認知症対応
型通所介護
共用型(介護予防)認知
症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機
能型居宅介護
(介護予防)認知症対応
型共同生活介護

地域密着型介護老人福
⑤
祉施設入所者生活介護

⑥
⑦

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
看護小規模多機能型

整備数

整備圏域

備考

３０床

日常生活圏域の限定なし
※

＜新設･増床＞
ユニット型個室・従来型個室・多床室

1箇所

日常生活圏域の限定なし

1箇所

日常生活圏域の限定なし

整備数： １
定員： １２名
整備数： 1
定員： ６ 名

公募しない（採択済み）

5ユニット/45名分

日常生活圏域の限定なし
※

整備数：２～ ５
定員： ９ 名～２７名
整備数： ３
定員： 各 ２９ 名以下

３箇所

日常生活圏域の限定なし

２箇所

日常生活圏域の限定なし

整備数： ２

日常生活圏域の限定なし

整備数： １

１箇所
※
登録定員： ２９ 名
居宅介護
★日常生活圏域の限定なしに※印のあるものは、同等の応募内容の場合には令和３年度公募で採択済の
日常生活圏域以外を優先する

◎選定スケジュール
事業実施検討事業者は、募集要項を確認の上、メールで計画書等の様式の配布申込をして下さい。
応募の締切りは、令和4年7月29日必着
公募選考結果通知:令和4年10月～11月中旬

●箕面市
＜箕面市指定地域密着型サービス事業者募集＞
事業種別

募集数

定員

整備区域

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

1事業所

29人

市内全域

看護小規模多機能型居宅介護

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4年5月9日～6月30日
質問受付期間:令和4年6月9日～10日
応募書類受付期間:令和4年6月28日～30日
一次審査結果:令和4年8月上旬までに発送予定(全申込者へ自己の結果のみを郵送にて通知)

②二次審査

応募書類配布期間:令和4年7月1日～8月19日
質問受付期間:令和4年8月5日～8日
応募書類受付期間:令和4年8月18日～19日
選定会議:令和4年9月中旬に実施予定

※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

