関西各市町村の介護保険施設事業者公募情報

(2022年9月1日現在)
※詳細は各行政HPにてご確認ください

●東大阪市
＜令和4年度(後期) 地域密着型サービス事業者募集＞
◎公募内容
第８期計画における整備
方針(令和４年度)

サービス種別

募集整備圏域

定期巡回･随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

全ての整備圏域に

(介護予防)認知症対応型通所介護

1か所以上

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

整備圏域の指定なし

看護小規模多機能型居宅介護

◎選定スケジュール
応募受付期間
令和4年9月26日～
30日

事前協議日程

指定申請完了

運営委員会日程

指定日

令和4年10月

令和5年1月

令和5年2月

令和5年3月1日

※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、
公募のため、高齢介護課にて確認のこと

●高槻市
＜令和5年度 高槻市地域密着型サービス整備事業者募集＞
◎公募内容
整備圏域

高槻東圏域

整備種別

整備数

備考

・認知症対応型共同生活介護(介護予防認知
症対応型共同生活介護を含む)(入居定員18人､

1

1ﾕﾆｯﾄあたり5人以上9人以下)
高槻南圏域

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護(ﾕﾆｯﾄ型・29人定員､1ﾕﾆｯﾄ10人以下)
・認知症対応型共同生活介護(介護予防認知
症対応型共同生活介護を含む)(入居定員18人､
1ﾕﾆｯﾄあたり5人以上9人以下)

◎選定スケジュール
書類提出期間:令和4年9月12日～16日
整備事業者決定･通知:令和4年11月下旬頃
●京都市
＜令和4年度 第2回募集＞
令和4年度から令和5年度開所分
◎公募内容
募集ｻｰﾋﾞｽ

募集数

① 認知症対応型共同生活介護

59人分

② 特別養護老人ホーム(広域型､地域密着型)

52人分

◎選定スケジュール
応募受付期間:令和4年8月29日～9月9日
選定結果通知:令和4年11月中旬

1

２つの募集サービスを同一
建物において併設して整備
することを条件とする

●寝屋川市
＜令和4年度寝屋川市介護サービス整備事業者公募＞
◎公募内容
事業種別

整備数

整備区域

①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

１箇所29 人
各１箇所 29 人
108 床

西圏域
東圏域/西北圏域
全圏域

応募申請書 提出期間

応募書類(審査書類)
提出期間

事業者決定

令和4年7月1日

令和4年7月1日

令和4年

～10月3日

～11月4日

12月頃

②小規模多機能型居宅介護
③特定施設入居者生活介護

◎選定スケジュール
事業種別
①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

②小規模多機能型居宅介護
③特定施設入居者生活介護

●姫路市
◎＜令和5年度 特別養護老人ホーム等 開設希望者募集＞
募集数 下記①・②・③・④を合わせて152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〕夜間対応型訪問介護
〔ク〕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〕夜間対応型訪問介護
〔ケ〕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

◎＜令和5年度 (看護)小規模多機能型居宅介護事業所､認知症高齢者グループホーム 開設希望者募集＞
事業種別 小規模多機能型居宅介護事業所

募集数

登録定員29名まで
(通所18名/宿泊9名まで)

看護小規模多機能型居宅介護事業所 認知症高齢者グループホーム
登録定員29名まで

合計２か所

(通所18名/宿泊9名まで)

合計１か所

定員18名/2ユニット

合計１か所

併設可 〔ア〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
〔イ〕施設内保育施設
〔ウ〕夜間対応型訪問介護
〔エ〕居宅介護サービス事業所：通所介護・訪問介護等

◎＜令和5年度 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 開設希望者募集＞
併設可 〔ア〕夜間対応型訪問介護
〔イ〕居宅介護サービス事業所：通所介護・訪問介護等

募集数:６か所

●姫路市
＜令和5年度 特別養護老人ホーム等､(看護)小規模多機能型居宅介護事業所､認知症高齢者グループホーム､
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 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4年7月28日
質疑受付:令和4年7月29日～8月12日
※定期巡回はなし
事前協議:令和4年8月1日～10月21日
開設検討調査票提出:令和4年9月30日
開設申出書事前提出:令和4年11月11日まで
開設申出書本提出受付:令和4年11月18日まで
選考結果発表:令和5年2月末(予定)
●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

●生駒市
＜令和4年度地域密着型サービス整備事業者の公募＞
令和4年9月中旬以降にプロポーザル方式による公募を予定
認知症対応型共同生活介護

1事業者

整備圏域:生駒市内全域とします。
但し､今回募集するサービスが整備されていない圏域である場合、選定の際に加点を考慮する

●吹田市
＜令和4年度 吹田市指定地域密着型サービス事業者募集＞
地域密着型介護老人
◎公募内容
事業名

区分

(1)今回募集する整備数
(2)整備計画圏域

福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同

看護小規模

定期巡回・

生活介護

多機能型

随時対応型

居宅介護

訪問介護看護

(小規模特別養護老人ホーム ) (認知症高齢者グループホーム )

1か所

1か所

吹田市が指定する府有地
(吹田市佐竹台5丁目115番11)

(3)定員(ﾕﾆｯﾄ)数

1施設当たり定員29人
まで(個室ユニット型に限
る)

(4)応募及び選定の条件

(吹田市が指定する府有地を含
む)

1施設当たり3ユニットま
で(1ﾕﾆｯﾄ:5～9人)
＜任意＞小規模特別養護

＜必置＞

1か所
1か所
吹田市全域

＜任意＞吹田市が指定する府

老人ホームと併設する場合の 有地での応募を優先的に選定す
み応募可能

る

◎選定スケジュール
質疑受付期間:令和4年7月22日～8月10日
募集説明会(オンライン開催):令和4年8月2日
府有地見学会:令和4年8月3日
※募集説明会及び府有地見学会への参加は任意 とする(応募資格の要件ではない)
提出書類受付期間:令和4年8月15日～9月30日
プレゼンテーション審査:令和4年11月下旬
選定結果通知:令和4年12月上旬

●交野市
＜【再公募】交野市指定地域密着型サービス運営法人の公募＞
◎公募内容
種

別

定員上限

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

１か所

圏

入所定員２９人

域

交野市

※ユニット定員上限１０人

全域

宿泊サービス定員９人

開設年度

Ｒ５年度中

◎選定スケジュール
質疑受付:令和4年7月25日～10月14日
提出書類受付:令和4年7月25日～10月21日
選定結果通知:令和4年11月上旬頃予定
●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
◎令和4年度 公募内容
対象事業
特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)

公募内容

※補助金については予算の範囲内となる

補助金
(予定)

公募時期

30床以上240床以内 令和4年9月～12月(予定)
ショートステイを10床
R5.3 採択
以上併設すること
R5.10～ 入札・契約・工事着工等
(土地持ち込み型公募) ～R7.3
開設

●加古川市 令和4年度第２回
令和4年8月26日～10月25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事業所
（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）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

(2)(3)で6事業所

市内全圏域

【優先整備圏域】
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

制限なし
市内全圏域
市内全圏域
新設:30床以上91床以下
増床:1床以上91床以下

（7）地域密着型特別養護老人ホーム

市内全圏域/1 施設
ユニット型29床以下

（8）グループホーム

市内全域で18床以下

（9）軽費老人ホーム（ケアハウス）

3候補者決定通知送付

※既存施設の増床応募も可
市内全圏域
30 床以下/ユニット型
※新設・増設を問わない

令和4年12月頃

※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

有

