関西各市町村の介護保険施設事業者公募情報

(2022年11月1日現在)
※詳細は各行政HPにてご確認ください

●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､認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟ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
＜令和4年度整備事業者募集＞
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:400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:280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:200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4年10月12日から
応募書類提出期間:令和4年11月28日～12月12日
選考結果通知(予定):令和5年3月末

●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

公募内容

※補助金については予算の範囲内となる

公募時期及び整備スケジュール

特別養護老人ホーム

30床以上240床以内

応募受付期間:令和4年9月26日～12月16日

(介護老人福祉施設)

及び併設ショートステイ

質問締切期間:～令和4年11月25日

10床以上
審査会における事業者選考及び整備運営法人
(土地持ち込み型公募) の決定:令和5年2～3月

補助金
(予定)
有

●枚方市
＜令和4年度( 2022年度) 特定施設入居者生活介護整備事業候補者の選定に関する募集＞
整備圏域

サービス種別

整備予定床数

枚方市内全域

特定施設入居者生活介護

50床

＜令和4年度( 2022年度) 地域密着型サービス整備事業候補者の選定に関する募集＞
(地域密着型特定施設入居者生活介護)
整備圏域

第1～5､11､12圏域のう
ち､いずれか1つの圏域

サービス種別

整備予定床数

地域密着型特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

各1か所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第6～10､13圏域のう 地域密着型特定施設入居者生活介護
ち､いずれか1つの圏域 看護小規模多機能型居宅介護

各1か所

◎選定スケジュール
質疑期間:令和4年10月5日～14日
質疑回答公開期間:令和4年10月28日～12月9日
申込書受付期間:令和4年12月8日～9日
●整備事業候補者の決定(予定):令和5年3月
●和歌山市
＜令和5年度事業

地域密着型特別養護老人ホーム整備事業者公募＞
地域密着型特別養護老人ホーム：1施設（29床）

＜令和5年度事業

特定施設入居者生活介護整備事業者公募＞
特定施設入居者生活介護（混合型・30床以上）
整備数＝200床分
募集施設

1. 有料老人ホーム（設置届の届出済、届出予定）
2. サービス付き高齢者向け住宅（事業の登録済、登録予定）
3. 養護老人ホーム（指定替え）
4. ケアハウス（指定替え）

◎上記2公募の選定スケジュール
事前協議受付期間:令和4年10月11日～11月30日
応募書類受付期間:令和4年12月1日～9日
結果通知:令和5年2月中旬

●堺市
＜介護保険施設等の整備事業者の募集について【再公募】＞
施設種別

広域型特別養護老人
ホーム
地域密着型特別養護
老人ホーム
認知症対応型共同生
活介護
小規模多機能型居宅
介護
看護小規模多機能型
居宅介護
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

区分

整備数

募集区域･圏域等

増床

32人分

既存の広域型特別養護老人ホーム

新設

1施設

新設又は

4事業所
新設

新設又は

介護

転換

堺市全域
堺1・東2・西3・南2・北3・北4の日常生活圏域

新設

特定施設入居者生活

2・北4の日常生活圏域

9人分

増床

新設

堺1・堺3・堺4・中2・東1・西1・西3・南2・南4・北

堺3・堺4・中1・中2・東1・南2・南3・北3・北4の日
常生活圏域

2事業所

堺3・東1・美原以外の日常生活圏域

119人分

①市内全域（新設の有料老人ホーム）
②既存の特定施設（養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、有料老人ホーム）からの転換

◎上記7公募の選定スケジュール
応募書類受付期間:令和4年11月28日～12月2日
選考結果通知:令和5年1月下旬～2月上旬頃

●明石市
＜令和５年度開設 明石市高齢者保健福祉施設整備事業者 募集＞
対象施設種別

定員(床)

認知症対応型共同生活介護

最大 27 床

（認知症高齢者グループホーム）
特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

（最大３ユニット）
最大130 床

ム又は混合型特定施設入居者生活介護

30 人以上130 人以下

を行うサービス付き高齢者向け住宅）

整備地域

市内全域（市街化調
整区域を除く）

※
※ 提案定員については、10 人単位とすること。

＜令和５年度開設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者
（入所定員 29 人以下の特別養護老人ホーム）募集＞
募集数

２９床（ユニット型に
限る）

整備地域

市内全域

整備年度

令和 5 年度内（令和 6 年 3 月 31 日まで）に
介護保険法に基づく指定を受けること

◎上記2公募の選定スケジュール
開設申込書等受付期間:令和4年10月17日～11月17日
選定結果通知(募集事業者へ連絡):令和4年12月中旬

※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

