
指定申請等のウェブ入力・電子申請概要

に関する説明



本動画の説明

• 現在厚労省では、介護分野の文書に係る負担軽減の取組の一環として、介護サービス情報
公表システムの改修による、指定申請等のウェブ入力・電子申請の実現を計画しています。

• 本動画では、上で示した計画の内容を、以下の順番に説明します。

１.介護分野の文書に係る負担軽減について

２.指定申請等のウェブ入力・電子申請機能概要

３.指定申請等機能を活用した業務フロー・画面イメージ

４.アンケート回答依頼

• 本動画の時間は約30分です。

• ウェブ入力・電子申請導入に係るアンケートを実施します。

本動画を確認後、アンケート回答のご協力をお願い致します。

アンケート回答依頼の詳細は、「４.アンケート回答依頼」をご確認ください。
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介護分野の文書に係る負担軽減について
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社会保障審議会介護保険部会の下に設置された「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における検討を受
けて、厚生労働省では、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類の提出・受付を実現するため、
介護サービス情報公表システムを利用したオンライン申請システムの構築を進めています。
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指定申請等のウェブ入力・電子申請機能（指定申請等機能）の概要
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介護サービス事業所の指定申請等の提出について、厚生労働省が運用する「介護サービス情報公表システム」の機能拡張を
行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を可能とすることで対面を伴わない提出方法を実現します。



指定申請等機能に含まれる主な機能
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機能 概要

①GビズID によるログイン 介護サービス事業所が「 GビズID」 を用いて指定申請等機能にログインする 。
※GビズID・・・行政手続等において手続を行う法人等を認証するための仕組み

（法人・個人事業主向け共通認証システム）

②申請・添付ファイルの提出 介護サービス事業所は、 オンラインにより新規指定申請 、 変更届出 、 更新申請等につい
て 、 提出に必要な項目を入力 、 またファイルをアップロードし 、 提出を行う 。 その他 、
以下を行うことができる 。
 提出した申請 ・ 届出の様式一式をダウンロードし 、 印刷すること 。
 加算の届出等について 、 添付書類としてアップロードして提出すること 。
 提出した申請 ・ 届出の受付状況を申請一覧上で確認すること 。
 新たな申請 ・ 届出を行う際には 、 前回の申請情報に基づいて入力内容がプリセット表

示されること 。

③提出通知 介護サービス事業所からの申請・ 届出等の提出を指定権者に通知する 。
指定権者は提出された申請・ 届出の様式等一式を画面にて確認して 、 ダウンロードし印刷
する 。

④事業所台帳管理システムへ
の入力連携

事業所から提出された申請・ 届出等について 、 介護サービス情報公表システムからファイ
ルを出力し 、事業所台帳管理システムへ取り込む 。 また 、 事業所台帳管理システムで入
力した事業者台帳等の情報について 、 介護サービス情報公表システムへ取込む 。（JSON
の予定）
※JSON（JavaScript Object Notation）・・・データ記述言語の１つ。

⑤受付完了・差戻し通知 指定権者は介護サービス事業所の提出した申請・ 届出等の内容に不備がないことを確認
し 、 介護サービス事業所へ受付が完了した旨を通知する機能 。 その他 、 以下を行うこと
ができる 。
 提出内容に不備がある場合に申請者に差し戻すこと 。
 受付完了又は差戻しの通知時に 、 受付結果のコメントの記入やファイルを添付すること 。

⑥情報公表用の報告内容登
録時におけるデータプリセット

指定申請等機能を用いて登録された介護サービス事業所の情報について、 情報公表用の
報告データを登録する際に 、 申請内容からデータをプリセットする機能 。
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指定申請等のウェブ入力・電子申請導入スケジュール案
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指定申請等のウェブ入力・電子申請は第１期（令和４年度下期）、第２期（令和５年度上期）、第３期（令和５年度下期）に分け
て運用を開始し、利用可能な自治体数を順次拡大していきます。

各期における利用自治体の募集や調整は、別途事務連絡等で行います。

運 用 開 始

【導入スケジュール案】

自治体運用
準備・調整

運 用 開 始

運 用 開 始

※指定申請等に係るウェブ入力・電子申請の導入に当たっての、各自治体における参加意向、懸念点や課題等の把握のため、後述
のアンケート調査を実施します。なお、このアンケートは、第１期等の募集・調整をするものではありません。

現在

参加自治体
募集・調整

自治体運用
準備・調整

参加自治体
募集・調整

自治体運用
準備・調整

参加自治体
募集・調整



指定申請等のウェブ入力・電子申請に係る自治体における調整事項等
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＜業務運用の見直し＞
各自治体において、以下のような業務運用の見直しが必要になる場合があります。

●調整事項例

 自治体内の業務運用手順等の見直し（HPの内容や様式を含む）

 手数料徴収方法の見直し

 添付資料原本の提出方法の検討（登記事項証明証等）

・登記情報提供サービスの活用 等

 必要に応じて、電子申請を可能とする自治体の条例・規則等の見直し

（例）「○○の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」の見直し 等

＜システム利用のための初期設定＞
介護サービス情報公表システムの利用に当たっては、事前に自治体にて初期設定の準備作業があります。準備が必要とな

る初期設定の具体的な内容としては、自治体ごとに登録するマスタや、画面に表示する連絡先等となります。

●登録が必要な項目例

 自治体問合せ先（画面表示する連絡先）

 都道府県・市区町村との委任関係を定めるマスタ

 サービス種類ごとの必要添付ファイルの種類を定めるマスタ 等

また、介護サービス事業所から提出された申請・ 届出等の情報について、JSONというデータ記述言語で連携用のシステム

ファイルを出力し、事業所台帳管理システムへ取り込むためには、事業所台帳管理システムに連携機能を追加する必要があ

り、これは自治体側でご準備いただく必要があります。

介護サービス事業所の指定申請等のオンライン申請を利用するには、各自治体において、必要に応じて業務運用の見直し、
システム利用のための自治体内の初期設定の準備が必要となります。
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指定申請等機能 利用後の業務フローの概要について
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介護サービス情報公表システムの指定申請等機能を利用した場合の業務フローの概要を説明します。

• 指定申請のオンライン化は、介護サービス情報公表システムのみで完結するため、データ連
携に対応した事業所台帳管理システムを導入する前でも、本システムの利用は可能です。

• 次の頁では、（１）、（２）の２種類の業務フローを説明します。
（１）事業所台帳管理システムとのデータ連携を介さない業務フロー
（２）事業所台帳管理システムとのデータ連携を介した業務フロー

• お使いの事業所台帳管理システムが、データ連携に対応していないうちは（１）の業務フロー、
対応後は（２）の業務フローになることを想定しています。



介護サービス事業所 指定権者 事業所台帳管理システム

（１）事業所台帳管理システムとのデータ連携を介さない業務フロー
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「（１）事業所台帳管理システムとのデータ連携を介さない業務フロー」の概要は以下のとおりとなります。

・・・システム利用なし

・・・事業所台帳管理
システム利用

情報公表システム
ログイン

申請・届出入力・登録 申請・届出受付開始

・・・介護サービス情報
公表システム利用

受付完了の場合

終了

差戻しの場合

受付結果通知受領

メール通知✉

・帳票出力

・受付結果登録

・介護サービス事業所への
受付結果通知

・申請・届出情報登録

・事業所台帳登録

手入力
（介護事業所番号等）

手入力
（申請情報等）

事業所台帳管理システムで発番した介
護事業所番号等の情報は、当システム
へ手入力で登録します。 事業所台帳管理システムへの申請情報

等の登録は、手入力で行います。



介護サービス事業所 指定権者 事業所台帳管理システム

（２）事業所台帳管理システムとのデータ連携を介した業務フロー
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「（２）事業所台帳管理システムとのデータ連携を介した業務フロー」の概要は以下のとおりとなります。

・・・システム利用なし

・・・事業所台帳管理
システム利用

情報公表システム
ログイン

申請・届出入力・登録 申請・届出受付開始

・・・介護サービス情報
公表システム利用

受付完了の場合

終了

差戻しの場合

受付結果通知受領

メール通知✉

・帳票出力

・受付結果登録

・介護サービス事業所への
受付結果通知

受付結果登録時、事業所台帳管理シ
ステムから出力したJSONファイル（介護
事業所番号等）をアップロードし、介護
事業所番号の取り込みができます。

JSONファイル
(申請情報等) ・申請・届出情報登録

・事業所台帳登録

JSONファイル
（介護事業所番号等）

申請内容登録時、介護サービス情報公
表システムから出力したJSONファイル（申
請情報等）をアップロードし、申請情報の
取り込みができます。

・JSONファイル（申請・
届出情報等）出力

・JSONファイル（介護事
業所番号等）出力



指定申請等機能 操作画面イメージ
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事業者画面

介護サービス情報公表システム 指定申請等機能には、介護サービス事業所が指定申請等を行う際に使用
する「事業者画面」と、指定権者が受付結果の登録等を行う「指定権者画面」があります。

指定権者画面



指定申請等機能 操作画面イメージ
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事業者画面 指定権者画面

次頁より、介護サービス事業所が、
指定申請等の登録を行う際の流れを説明します。

介護サービス情報公表システム 指定申請等機能には、介護サービス事業所が指定申請等を行う際に使用
する「事業者画面」と、指定権者が受付結果の登録等を行う「指定権者画面」があります。



ログイン画面
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事業者画面

指定申請等を行う介護サービス事業所は、GビズIDを用いてログインします。

【Point: GビズIDとは?】
・GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。GビズIDアカウントにより複数の行政サービスを利用できます。
（GビズIDについての問い合わせ先:https://gbiz-id.go.jp/top/）
・介護サービス事業所が、介護サービス情報指定申請システムにログインするためには、GビズIDが必要となります。
※今後、介護事業所番号等を用いて介護事業所単位でログインできるように機能を拡張することを検討しています。



メニュー画面
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メニュー画面では、申請届出の状況確認や、新規指定申請等を行うことができます。

申請・届出の状況確認を行うことができます

各種申請・届出を行うことができます

事業者画面



新規指定申請の流れ
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新規指定申請を行う場合、「１.新規指定申請」をクリックします。

「１.新規指定申請」を押
し、新規指定申請を行いま
す。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜申請先選択＞
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「申請先選択」、「第１号様式入力」、「付表入力」、「添付書類アップロード」の順に入力し、申請を行います。
まずは「申請先選択」画面で、申請先を入力します。

【Point: 画面の流れ】
新規指定申請時は、「申請先選択」、「第１号様式入力」、
「付表入力」、「添付書類アップロード」の順に入力画面が進み、
最後に入力内容の確認画面が表示されます。

申請先を選択後、「次へ」
を押します。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜第１号様式入力画面＞
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「第１号様式入力」画面にて、第１号様式の情報を入力します。

【Point: 連絡事項の登録】
各指定権者は、申請者向けに表示する、申請に当たっての注
意事項等を登録できます。

第１号様式の情報を入力します。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜第１号様式入力画面＞
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「第１号様式入力」画面にて、第１号様式の内容を登録します。

第１号様式の情報入力部分

【Point: 提出書類の設定】
「指定（許可）申請対象事業等」で
選択した事業に応じて、「付表入力
トップ」画面（本説明動画スライドの
p.21）にて付表を編集できます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜第１号様式入力画面＞
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様式入力画面にて、第１号様式の内容を登録します。

「次へ」を押すと、「付表入力トップ」画面に移動しま
す。

第１号様式の情報入力部分

事業者画面



新規指定申請の流れ＜付表入力トップ画面＞
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「付表入力トップ」画面では、 「第１号様式入力」画面で入力した「指定（許可）申請対象事業等」の事業に応
じて、入力対象の付表が表示されます。

「編集」を押し、「付表入力」画面に移動します。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜新規指定申請画面ー付表入力画面＞
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「付表入力」画面では、「第１号様式入力」画面同様に、付表の入力画面が表示され、情報を入力できます。

付表の情報を入力します。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜新規指定申請画面ー付表入力画面＞
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「付表入力」画面では、様式入力画面同様、付表の入力画面が表示され、情報を入力できます。

第１号様式の情報入力部分

「入力完了」ボタンより、「付表トップ」画面に移動し
ます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜新規指定申請画面ー付表入力画面＞
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すべての付表情報を入力後に「次へ」を押し、「添付書類アップロード」画面に移動します。

すべての付表情報を入力後に「次へ」を押し、「添
付書類アップロード」画面に移動します。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜添付書類アップロード画面＞
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添付書類アップロード画面では、各付表の提出に当たって必要となる書類をアップロードできます。

【Point: 提出書類の設定】
各指定権者は、介護サービス
事業所が指定申請時に提出
が必要となる、添付書類の一
覧を設定できます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜新規指定申請画面ー付表トップ画面＞
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すべての付表情報を入力後に「次へ」を押すと、添付書類アップロード画面に移動します。

必要な添付書類をアップロード後、「次へ」を
押し、「確認」画面に移動します。

【Point: 加算に関する届出書類等の提出】
指定申請等の提出と同時に、加算に関する届
出書類や、他法制度に基づく届出書類を提
出したい場合には、それらの書類を電子データ
として、併せて提出できます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜確認画面＞
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「確認」画面で、登録した様式・付表・添付書類を確認します。

登録内容が表示され、確認ができます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜確認画面＞
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登録内容に問題がない場合、「申請」を押し、申請します。

登録内容に問題がない場合、「申請」を押
し、申請を完了します。

登録内容

事業者画面



新規指定申請の流れ＜申請完了画面＞
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申請完了後、介護サービス事業所が登録したメールアドレスに申請完了通知メールが送付されます。

また、指定権者による受付結果登録が完了した場合にも、介護サービス事業所のメールアドレスに通知メー
ルが届きます。

【Point: 申請通知メール】
完了後、申請した介護サービス事業所のメールアドレス
に、申請完了通知メールが送付されます。

また、指定権者による受付結果登録が完了した場合に
も、介護サービス事業所のメールアドレスに通知メールが
届きます。

「メニューへ戻る」のクリックにより、「メニュー」
画面に移動できます。

事業者画面



新規指定申請の流れ
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「１．申請届出状況確認」で、登録した申請・届出の受付状況の確認することができます。

登録した申請の内容の確認は、「１．申請届出
状況確認」で確認できます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜申請届出状況確認画面＞
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「申請届出状況確認」画面では、過去に登録を行った申請・届出が一覧形式で表示されます。

「申請詳細」から登録した申請・届出の
内容を確認できます。

【Point: 編集再開・再申請】
登録した申請や届出が指定権
者から差し戻された場合や、申
請・届出の情報登録中に一時
保存を行った場合、「再申請」
することで、申請・届出を再度
行うことができます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜申請詳細確認画面＞
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「申請詳細確認」画面にて、登録した様式・付表・添付書類を確認できます。

登録内容が表示され、確認ができます。

事業者画面

【Point: 指定権者からのコメ
ントの参照】
指定権者による受付結果があ
れば、コメントで表示されます。
差し戻しされている場合には、
このコメントを参照して、再申請
することになります。



新規指定申請の流れ＜申請詳細確認画面＞
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「申請詳細確認」画面にて、登録した様式・付表・添付書類を確認できます。

登録内容

【Point: 印刷の実施】
登録した申請の情報は、「印刷」により帳票として出力
できます。

事業者画面



新規指定申請の流れ＜申請詳細確認画面＞
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「申請詳細確認」画面にて、登録した様式・付表・添付書類を確認できます。

これで、介護サービス事業所の新規指定申請の操作の流れの説明は終了です。
更新申請や変更届出等の他の申請・届出についても、操作の流れは同様となります。

画面イメージの詳細を確認したい場合は、
別添２「画面イメージ図」をご参照ください。

【Point: 印刷の実施】
登録した申請の情報は、「印刷」により帳票として出力
できます。

事業者画面



指定申請等機能 操作画面イメージ
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事業者画面

指定権者がログインしてから、介護サービス事業所の申請・届出の受付結果を登録するまでの流れを説明し
ます。

指定権者画面



指定申請等機能 操作画面イメージ
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事業者画面

指定権者がログインしてから、介護サービス事業所の申請・届出の受付結果を登録するまでの流れを説明し
ます。

指定権者画面

次頁から指定権者画面の
流れを説明します



ログイン画面
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指定権者画面

指定権者は、事前にヘルプデスクが発行するアカウントでログインを行います。

事前にヘルプデスクが発行するアカウントでロ
グインを行います。



メニュー画面
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指定権者画面

メニューにある「申請届出受付手続」から、介護サービス事業所からの申請・届出の受付状況の確認や、申
請内容の印刷、また受付結果の登録等を行えます。

受付結果の登録等を行う場合、「申請届
出受付手続」をクリックします。



受付結果登録の流れ＜申請届出受付手続画面＞
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「申請届出状況確認」画面では、介護サービス事業所が登録した申請・届出が一覧形式で表示されます。

受付を開始する申請・届出を選択し、「開始登録」をクリックします。

受付を開始する申請・届出を選択し、「開
始登録」をクリックします。

指定権者画面



受付結果登録の流れ＜受付開始入力画面＞
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受付開始に当たって必要な情報を入力し、受付開始登録を行います。

【Point: 台帳連携用ファイル、申請内容ダウンロード機能】
「台帳連携用ファイルダウンロード」を押すと、申請内容がシステム連携可能な
JSONファイルとして出力されます。事業所台帳管理システムへは、このファイル
を取り込むことで申請内容を連携できます。また、「申請内容ダウンロード」押す
と、申請内容を帳票としてダウンロードし、紙に印刷できます。

指定権者画面

「受付開始登録」を選択し、受付開始登録
を行います。

受付開始日、受付開始者、
受付開始に当たってのコメント
（メモ等）を入力できます。



受付結果登録の流れ＜受付開始詳細画面＞
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受付開始登録を行うと、受付開始詳細画面に移動します。

続けて受付結果を登録する場合には、「受付結果登録へ」を押します。

指定権者画面

受付の登録等を行う場合、「受付結果登
録へ」をクリックします。



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

【Point:事業所台帳管理システムからの事業所番号連携】
事業所台帳管理システムで事業所番号を登録・発番している場合、事業所台帳管理
システムから出力したJSONファイルを取り込み、事業所番号をプリセットできます。

事業所台帳管理システムにて登録した事業所番号と、受付結果通知時に申請者宛に表示するコメントを
登録できます。
コメントの登録は、申請・届出全体、また様式情報・付表情報、アップロードされた添付書類ごとに登録でき
ます。
また、申請者には通知せず、指定権者内で引き継ぐためのコメントも登録できます。



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

コメント枠（第１号様式 前半分）



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

コメント枠（第１号様式 後半分 ）



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

コメント枠（付表１つ分ごと）



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

コメント枠（1付表の添付書類一式分ごと）

コメント枠（1付表の添付書類一式分ごと）



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

「確認」を押し、受付結果の登録を行います。
登録後、介護サービス事業所に受付結果の通知
メールが送信されます。

添削ファイルがある場合には、添削ファイルをアップロードできます。
申請者は、受付結果通知時に、添削ファイルを確認することができます。

コメント枠（加算に関する届出書類一式ごと）

コメント枠（他法制度に基づく届出書類一式ごと）



受付結果登録の流れ＜受付結果入力画面＞
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「受付結果登録」画面で、受付結果の登録を行います。

指定権者画面

添削ファイルがある場合には、添削ファイルをアップロードできます。
申請者は、受付結果通知時に、添削ファイルを確認することができます。

コメント枠（加算に関する届出書類一式ごと）

コメント枠（他法制度に基づく届出書類一式ごと）

以上で、指定権者の受付結果登録の操作画面の説明は終了です。

画面イメージの詳細を確認したい場合は、
別添２「画面イメージ図」をご参照ください。

「確認」を押し、受付結果の登録を行います。
登録後、介護サービス事業所に受付結果の通知
メールが送信されます。


