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平成 28年度地域密着型サービス事業者募集要項について 

 

 

 

1. 募集内容 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ２か所 

（２）小規模多機能型居宅介護   ５か所 

（３）認知症高齢者グループホーム  １か所 

（４）地域密着型介護老人福祉施設  ２か所 

（５）看護小規模多機能型居宅介護  ２か所 

 

 

2. 募集期間 

（１）第１回募集 平成 28 年４月 20日（水）～ 平成 28 年５月 31日（火） 

（２）第２回募集 平成 28年６月１日（水）～ 平成 28 年８月 31日（水） 

（３）第３回募集 平成 28年９月１日（木）～ 平成 28年 10月 31日（月） 

（４）第４回募集 平成 28 年 11 月１日（火）～ 平成 29 年１月 31日（火） 

 

 

3. 審査スケジュール 

（１）７月 第２回高齢者施設整備審査部会 

（２）９月 第３回高齢者施設整備審査部会 

（３）11月 第４回高齢者施設整備審査部会 

（４）３月 第５回高齢者施設整備審査部会 

 ※第１回高齢者施設整備審査部会では、地域密着型サービス事業者の審査は実施しない。 
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1 募集の趣旨 

 

八王子市では、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる

よう、第 6 期介護保険事業計画（平成 27 年度～平成 29 年度）において、地域密着

型サービスの基盤整備に取り組むことを決定しました。本募集は、質の高いサービ

スを市民に提供するため、地域密着型サービスの提供を行う指定（認可）予定事業

者を募集し、選考を行うものです。 

 

 

2 募集内容  

 

 

 

日常生活圏域(※1) 募集数(※2)

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 市内全域 2

② 夜間対応型訪問介護 市内全域 (※3)

③
認知症高齢者通所介護
(認知症対応型デイサービス)

市内全域 (※3)

小規模多機能型居宅介護
【中野】【長沼】【川口】【元八王
子】(※4)【子安】の圏域に各1施設

5

サテライト型
小規模多機能型居宅介護

市内全域 (※3)

⑤ 認知症高齢者グループホーム(※5) 【大横圏域】 1

⑥
地域密着型老人福祉施設
(地域密着型特別養護老人ホーム)(※6)

市内全域 2(※7)

⑦ 看護小規模多機能型居宅介護
「市内全域」、「⑤認知症高齢者グ
ループホームとの併設」の各１施設

2

※1　日常生活圏域の区分については、別紙1・2を参照してください。

※2　募集数は応募状況によって変動します。最新の募集数は、HP（トップページ＞事業者の

　　 方へ＞高齢・介護・障害＞高齢者施設整備＞指定予定地域密着型サービス事業者応募状

　　 況（平成28年度））にてご確認ください。

※3　②夜間対応型訪問介護、③認知症高齢者通所介護、④サテライト型小規模多機能型居宅

　　 介護は整備数を定めず募集します。

※4　平成29年度新設の恩方圏域に属する「下恩方町、上恩方町、西寺方町、小津町、美山町」

　　 を除いた元八王子圏域が募集対象になります。

※5　看護小規模多機能型居宅介護事業所の併設を条件とします。

※6　⑤地域密着型老人福祉施設はサテライト型を含みます。

※7　⑤地域密着型老人福祉施設は、本募集の他に、別に定める要項により、市有地を活用

　　 して整備する事業者の募集を予定しています。

種類

④
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3 応募資格 

 

（1）  地域密着型サービス事業所を開設し、継続して安定した運営をする能力、資力等

を有する法人であること。 

 

（2）  介護保険法第 70条第 2項（指定居宅サービス事業）各号、同第 78条の 2第 4項

（指定地域密着型サービス事業）各号、同第 115条の 2第 2項（指定介護予防サー

ビス事業）各号及び第 115条の 12第 2項（指定地域密着型介護予防サービス事業）

の各規定に該当しないこと。 

 

（3）  法人運営・施設運営等に関して過去に重大な問題等を起こしたことがないこと。 

 

（4）  公募申込書の受付締切日において、会社更生法又は民事再生法等による手続きを

している法人でないこと。 

 

（5）  地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当する法人でないこと。 

（一般競争入札の参加資格を有していること） 

 

（6）  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に掲げる暴力団、

それらの利益となる活動を行う法人及び同条第 6号に掲げる暴力団員が当該団体の

役員等をしている法人及び個人でないこと。また、このことについて別紙様式 4の

誓約書を提出すること。なお、事業者の決定等により暴力団の活動に利すると認め

られた場合は、八王子市暴力団排除条例第 7条に基づき、当該決定を取り消します。 

 

 

4 応募要件 

 

（1）  同一サービスは、日常生活圏域 1 ヵ所につき 1提案の応募であること。ただし、

異なるサービスであれば、同一日常生活圏域内でも 2 提案以上の応募を可能と

する。 

※認知症高齢者通所介護、夜間対応型訪問介護、サテライト型小規模多機能型居宅

介護は日常生活圏域 1ヵ所に対し、2提案以上の応募を可能とする。 

  

（2）  介護保険法、老人福祉法、八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準に関する条例、八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法の基準に関する条例、八王子市特別養護老人ホームの設備及

び運営の基準に関する条例の趣旨を十分理解し、本募集要項に定める条件を遵守す
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ること。 

 

（3）  防災対策を十分に行うこと。 

 

（4）  市街化区域であること。 

 

（5）  当該事業の開設に当たって法令上の必要な手続に要する期間を十分に見込んだも

のであって、余裕をもって事業を開始することが可能なものであること。 

 

（6）  施設用地は、当該施設を建設し、駐車場等の付帯設備を整備するのに十分な広さ

が確保されていること。 

※ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護を除く。 

 

（7）  当該施設の建設にあたり、都市計画法第 29条第１項の規定による開発行為が必要

な場合は、開発許可を取得するための道路、公園、その他公共施設の整備に必要な

用地が確保されていること。 

 

（8）  都市計画法第 29条第１項の規定による開発許可が必要な場合は、施設用地の造成

計画、公共施設の整備計画、その他の計画内容が、同法第 33条の規定に適合したも

のであること。 

 

（9）  小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機型能居宅介護と集合住宅(養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)

を併設する場合には、少なくとも登録定員の 30％以上を併設集合住宅の居住者以外

とすること。 

 

（10）  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と集合住宅(養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)

を併設する場合には、他の市区町村の住所地特例者である併設集合住宅居住者の割

合を登録定員の 15％以下とすること。 

 

（11）  応募する事業に係る介護人員の確保について、事業計画どおりに開設・運営がで

きるように、十分な募集計画・手法をとること。 

 

（12）  事業計画は、以下の関係法令に適合したものであることと、各関係部署と事前に

相談及び確認をしていること。 

介護保険法、老人福祉法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、消防法、

農地法、文化財保護法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ
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リアフリー法）、高齢者・障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（東京

都建築物バリアフリー条例）、及び東京都建築安全条例など関係法令及び各種要綱、  

八王子市景観条例、八王子市地区まちづくり条例、八王子市民の生活環境を守る条

例など関係法令、各種条例、各種要綱等。 

 

（13）  用地は、災害（水害、崖地、土砂など）に対する安全性が確保されていること。 

 

（14）  土地建物を賃貸借する場合、事業継続に支障のないように必要十分な借地権、賃

借権の存続期間を有する等、賃借に関する基本的合意を得ていること。 

 

（15）  「⑥地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)」における用

地は、社会福祉法人の所有もしくは借入れであること。また、建物は、社会福祉法

人の所有であること。（新たに土地、建物の取得、または土地の借入れを行う場合、

応募時において取得、借入れ済みである必要はないが、決定後の取得、借入れが確

実であること。ただし、借入れの場合は社会福祉事業の継続性を担保するため、無

料または低廉な賃料で借り受け、かつ、借地期間は 50年＋工事期間以上とし、当該

土地について地上権又は賃借権を設定した上でこれを確実に登記できるものに限

る。）また、用地には本施設整備のためにする抵当権を除き、所有権以外の権利が設

定されていないこと。 

 

（16）  事業計画等について、建設予定地の近隣住民への周知計画をたてること。 

なお、周知にあたっては、「八王子市に応募し、事業として八王子市に選定されるこ

とが条件であるため、事業化されない場合がある」旨を資料等に記載するなど、十

分注意をして実施すること。 

 

（17）  地域における在宅介護への支援や地域医療との連携を行い、地域包括ケアシステ

ムにおいて積極的な役割を果たすよう努めること。 

 

 

5 補助金活用に係る要件 

 

（1）  平成 25年度から平成 27年度の決算において、債務超過でないこと。また、「⑥地

域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)」においては、法人の

負債金額は、資産総額の 2分の 1を超えない範囲にとどまっていること。 

 

（2）  介護保険サービス事業について、実質的に 1年以上のサービス提供の実績がある

こと。 

※ただし、社会福祉施設の運営能力・資質の具備が法人設立要件であり、設立時か
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ら社会福祉施設の運営能力を有することが保障されている社会福祉法人及びみなし

指定により介護サービスを行うことができる医療法人を除く 

 

（3）  過去 3年間において法人及び代表者に八王子市税の滞納がないこと。 

 

（4）  補助金の趣旨を理解し補助基準に適合した計画を作成すること。 

 

（5）  補助金内示までに、周辺住民の合意を得ること。 

 

（6）  補助金を活用しての事業であるため、利用料については低所得者にも利用しやす

い額に設定すること。 

 

（7）  工事、施工業者の選定にあたっては、補助金内示後入札により決定すること。 

※契約基準等詳細は、別途配布する。 

 

（8）  原則として、土地・建物に所有権以外の権利が設定されていないことを条件とす

る(所有地、借地とも)。ただし、所有地の場合、計画事業者の整備に要する借入金

を被担保債権にする普通抵当権の設定についてはこの限りでない（根抵当権の設定

のある場合は、補助金の対象としない）。所有、借り受（予定）地において担保権が

設定され場合は、担保権抹消の確実な見通しがあること。 

 

（9）  土地建物を賃借して事業を行う場合には、賃借権の設定登記を行うこと。 

 

（10）  借入れをする場合は、福祉医療機構の福祉貸付事業を利用するなど、できるだけ

低利での借入れを行うこと。 

 

 

6 応募書類 

 

(1)  別紙 応募書類一覧のとおり 

※選定にあたり、応募書類の内容について審査を行います。 

 

(2)  応募書類の様式類については、市ホームページよりダウンロード願います。 

配布場所：八王子市ホームページ 

        トップページ＞事業者の方へ＞高齢・介護・障害＞高齢者施設整備＞指

定予定地域密着型サービス事業者募集(平成 28年度) 
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7 応募書類の提出 

 

（1） 受付日程：以下の 4回の募集期間を設け、随時提出を受け付けます。 

第 1回募集 

   平成 28年 4月 20日(水)～平成 28年 5月 31日（火） 

    第 2回募集 

    平成 28年 6月 1日(水)～平成 28年 8月 31日（水） 

第 3回募集 

 平成 28年 9月 1日(木)～平成 28年 10月 31日（月） 

第 4回募集 

 平成 28年 11月 1日（火）～平成 29年 1月 31日（火） 

 

※各募集回の最終日までに提出のあった応募書類について、各回で審査

を行うため、募集期間満了前に整備事業者が決定し、募集を終了する場

合があります。応募に際しては最新の状況を HP等によりご確認ください。 

 

確認場所：八王子市ホームページ 

        トップページ＞事業者の方へ＞高齢・介護・障害＞高齢者施設整備＞指

定予定地域密着型サービス事業者応募状況(平成 28年度) 

 

 

（2） 提出方法：高齢者いきいき課にご持参ください。郵送、メール便、電子メール等で 

     の提出は認めません。 

 

（3） 提 出 者：内容についてお伺いする場合がありますので、法人職員のうち応募書類 

     の内容を説明できる方が持参してください。 

 

（4） 応募書類作成方法及び部数: 

別添ファイル「ファイル作成要領」のとおり 

 

（5） そ の 他：応募書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

         

 

 

8 応募に際しての留意事項 

 

（1）  1事業において 1者のみの応募であっても、審査の結果、適正な事業運営が見込

まれないと判断した場合には、選定いたしません。 
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（2）  事業計画における用地（建物）権利者又は地域住民等との間の確約書等に基づき

生じた損害賠償請求、指定（認可）予定事業者に選定されなかったことや応募の無

効などによる損害等について、八王子市はその責任を負いません。 

 

（3）  応募にあたって必要な経費は、すべて応募当事者の負担になります。 

 

（4）  応募により指定（認可）予定事業者に認定しても、介護保険事業者の指定を確約

するものではありません。また、関係法令に係る許認可等を保証するものではあり

ません。 

 

（5）  提出された情報については、他の目的には利用しませんが、個人情報を除く協議

書等については、法令又は条例に基づき公開する場合があります。 

 

（6）  指定（認可）予定事業者に選定された後で提案内容を変更することは、原則認め

ません。 

 

（7）  応募を辞退した場合は、特別な理由がある場合を除き、当募集への再応募は認め

ません。 

※応募書類の提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式 11）を提出してくださ

い。 

 

（8）  当募集要項に定めるほか、必要な事項について別途指示する場合があります。 

当該指示に従わなかった場合は、応募を辞退したものとして取り扱います。 

 

（9）  審査の公正・公平性を担保するため、応募書類の裏付けや疑問点について、関係

機関等に照会するなどの調査を行うことがあります。 

 

（10）  関係法令の改正等や本市との調整によって、事業計画の変更を求めることがあり

ます。 

 

（11）  指定（認可）予定事業者として選定された法人がその地位を譲渡し、または他人

に利用させることは、その理由の如何を問わず一切認めません。 

 

 

9 応募の無効 

 

次の各号のいずれかに該当する場合は、応募を無効とします。 

（1） 応募資格がない法人の場合 
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（2） 応募書類に重大な不備や虚偽の記載がある場合 

 

（3） 不正な行為があった場合 

 

（4） 本募集要項で指定した事項に従わない場合 

 

（5） 上記のほか、市長が不適当と認めた場合 

 

 

10 選定方法 

 

（1） 選定工程 

(ア)補助金を活用する場合又は整備数に定めのあるサービスの場合 

指定（認可）予定事業者は、第一次審査及び第二次審査を経て、市長が決定しま

す。 

①現地確認後に、第一次審査として書類審査を行います。現地確認日は個別に通知

します。 

②第二次審査は第一次審査の得点が基準点を超えた事業者について、書類審査及び 

面接審査を行います。 

③面接を受けていただく方は、原則として法人就業者のうち理事長（代表者）等 

3名以内とします。 

④応募が 1者のみの場合でも、審査基準に基づき審査を行います。 

 

(イ)補助金を活用せず整備数に定めのないサービスに応募する場合 

指定（認可）予定事業者は、事業の人員・設備・運営の基準の審査及び社会福祉

審議会高齢者福祉専門分科会による承認を経て、市長が決定します。 

 

（2） 選定結果の通知 

決定結果は、文書により通知します。 

 

（3） 応募者の公表 

応募状況をホームページで公表します。 

また、指定（認可）予定事業者決定後、決定した指定（認可）予定事業者名をホ

ームページで公表します。なお、市議会で選定結果を報告する際など、応募事業者

名を公表する場合があります。 

 

 



9 

 

11 選定後の手続 

 

選定により地域密着型サービス事業者となった事業者については、改めて介護保

険事業者としての指定（認可）申請を行っていただきます。その際に指定基準等を

満たさない場合には、指定を受けることができません。 

 

 

12 補助金 

 

（1）  八王子市は、東京都の補助金を活用し、交付された金額の範囲内において補助金

を交付します。補助金の申請を予定している場合は、資金計画に補助金を見込んで

作成してください。ただし、都の補助対象として採択されない場合もあります。 

 

（2）  補助に係る注意事項等について 

① 工事に着工した年度内に工事が竣工しない場合は、年度ごとに出来高に応じて 

補助金を支払います。 

② 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 22条による財産処分の制限が

かかります。 

 

（3） 補助金の概要 

別添ファイル「補助金の概要」のとおり     

 

 

13 提出及び連絡先 

 

 
〒192-8501 

八王子市元本郷町 3-24-1（1階 24番窓口） 

八王子市福祉部高齢者いきいき課施設整備担当  

電話 042-620-7294（直通） 

e-mail b440300@city.hachioji.tokyo.jp  

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日及び祝日除く） 



 日常生活圏域の区分          別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２事業者 

   市内全域 

 ２．夜間対応型訪問介護 

   市内全域 

 ３．認知症高齢者通所介護 

   市内全域 

 ４．小規模多機能型居宅介護 ５事業者 

   【中野】【長沼】【川口】【元八王子】【子安】圏域に各１施設 

   ※サテライト型小規模多機能型居宅介護は市内全域で募集 

 ５．認知症高齢者グループホーム １事業者 

   【大横】圏域に１施設 

   ※看護小規模多機能型居宅介護との併設が条件 

 ６．地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム） ２事業者 

   市内全域 

 ７．看護小規模多機能型居宅介護 ２事業所 

   「市内全域」、「５．認知症高齢者グループホームとの併設」の各１施設 



別紙２

担　当　地　区

元八王子

日吉町、千人町一丁目～四丁目、元本郷町一丁目～四丁目、追分町
中野町、暁町一丁目～三丁目、中野山王一丁目～三丁目(二丁目8番地を除く）
中野上町一丁目～五丁目、清川町

横山町、八日町、本町、元横山町一丁目～三丁目、田町、新町、明神町一～四丁目
東町、旭町、三崎町、中町、南町、大和田町一丁目～七丁目、富士見町
大谷町（14～34番地、36～53番地、55～58番地、60～91番地、816番地
833番地、869～870番地）

東浅川町、初沢町、高尾町、南浅川町、西浅川町
裏高尾町、廿里町、狭間町

散田町一丁目～五丁目、山田町、めじろ台一丁目～四丁目

鑓水、鑓水二丁目、南大沢一丁目～五丁目、松木、別所一丁目～二丁目

小比企町、片倉町、西片倉一丁目～三丁目、宇津貫町
みなみ野一丁目～六丁目、兵衛一丁目～三丁目、七国一丁目～六丁目
打越町（【片倉台地区】1481番地、1491番地、1499番地、1577番地、1589番地）

北野町、打越町（片倉台地区を除く）、長沼町、絹ヶ丘一丁目～三丁目
北野台一丁目～五丁目

川口町、上川町、犬目町、楢原町

下柚木、下柚木二丁目～三丁目、上柚木、上柚木二丁目～三丁目、中山、越野
南陽台一丁目～三丁目、堀之内、堀之内二丁目～三丁目、東中野
大塚、鹿島、松が谷

並木町、長房町（【つつじヶ丘自治会地区】194-2番地、196番地、197－16～22番地、202-1～4番地を除
く）、城山手一丁目～二丁目

めじろ

館町、椚田町、寺田町、大船町

大横町、小門町、台町二丁目～四丁目、八幡町、平岡町、本郷町、八木町

台町一丁目、子安町一丁目～四丁目、寺町、天神町、南新町、万町、上野町、緑町

 圏域内区域一覧

センター名

旭町

高　尾

左　入

中　野

尾崎町、左入町、滝山町一丁目～二丁目、梅坪町、谷野町、みつい台一丁目～二丁目
丹木町一丁目～三丁目、加住町一丁目～二丁目、宮下町、高月町、高倉町、石川町
宇津木町、平町、小宮町、久保山町一丁目～二丁目、大谷町（１～13番地、35番地
54番地、59番地、92～815番地、817～832番地、871～1108番地）、丸山町
戸吹町、中野山王二丁目（8番地）

南大沢

長　沼

川　口

片　倉

堀之内

上壱分方町、諏訪町、大楽寺町（【以下を除く】517－2番地、536－1,2,5番地、537－1番地、
538－1番地、539番地、550番地、550－2番地）
四谷町（【以下の泉町住宅ほかを除く】662－1番地、701－1,5番地、702番地
702－5番地）、弐分方町（【松子舞地区】650番地を除く）
川町（【松子舞地区】789番地を除く）

叶谷町、泉町、横川町、元八王子町一丁目～三丁目
大楽寺町（517－2番地、536－1,2,5番地、537－1番地、538－1番地、539番地
550番地、550－2番地）四谷町（【泉町住宅ほか】662－1番地、701－1,5番地
702番地、702－5番地）長房町（【つつじヶ丘地区】194-2番地、196番地、197-16～22番地、202－1
～4番地）川町(【松子舞地区】789番地）弐分方町(【松子舞地区】650番地）

長　房

子安

もとはち南

寺田

大横

下恩方町、上恩方町、西寺方町、小津町、美山町
恩方

（平成29年度
新設圏域）



補助金の概要

施設種別 補助金種別 補助単価（※１） 単位

地域密着型サービス等整備助成事業補助金 5,670千円 施設

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 10,300千円 施設

認知症高齢者通所介護
（認知症対応型デイサービス）

地域密着型サービス等整備助成事業補助金 11,300千円 施設

地域密着型サービス等整備助成事業補助金 32,000千円 施設

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 621千円 宿泊定員数

定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金

当該施設等を整備す
る用地に係る国税局
長が定める路線価の
2分の1。ただし、10億
円を上限とする。

施設
（補助率1/2）

認知症高齢者グループホーム整備事業補助金
30,000千円

（※２）（１0,000千円）
ユニット

地域密着型サービス等整備助成事業補助金 32,000千円 施設

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 621千円 定員数

定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金

当該施設等を整備す
る用地に係る国税局
長が定める路線価の
2分の1。ただし、10億
円を上限とする。

施設
（補助率1/2）

地域密着型サービス等整備助成事業補助金 4,270千円 床数

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 621千円 定員数

定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金

当該施設等を整備す
る用地に係る国税局
長が定める路線価の
2分の1。ただし、10億
円を上限とする。

施設
（補助率1/2）

64,700千円（29床）
60,400千円（28床）
56,100千円（27床）
51,800千円（26床）
47,500千円（25床）
43,200千円（24床）
38,900千円（23床）
34,600千円（22床）
30,300千円（21床）
26,000千円（20床）
21,700千円（19床）
17,400千円（18床）
13,100千円（17床）
8,800千円（16床）

4,500千円（15床～）

地域密着型サービス等整備助成事業補助金 32,000千円 施設

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 621千円 宿泊定員数

（※１）補助単価は平成27年度時のものであり、変更される場合がありますので、随時ご確認ください。
（※２）看護小規模を併設した場合、算定された整備事業補助金に10,000千円を加算します。

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設
（地域密着型特別養護老人ホー
ム）

地域密着型サービス等重点整備事業補助金 施設

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

認知症高齢者グループホーム



別紙
ファイル作成要領

〈原本証明の例〉

　

●記載例

⑥   文字の大きさは明朝体11ポイントを基準としてください。なお、セルに文字が入り
きらない場合や、表題や強調のため、フォント等を変更することは可とします。

⑦ 契約者同士で原本を保管する必要があるもの（賃貸借契約書等）は、写しの提出で
構いませんが、代表者名で次のような原本証明をしてください。

⑤提出書類一覧の番号順に仕切紙（白紙の表紙）をつけ、各仕切紙に番号と文字表記
のインデックスを付けてください。（番号のみの表示は不可。番号と文字表記は「提
出書類一覧」の「提出資料名」とする）。

①   Ａ4判縦を原則とし、正本1部、副本2部を左綴じにして提出してください。正本、
副本の記載内容が異ならないよう、正本の写しとしてください。

②   図面はＡ３判とし、Ａ４サイズに折り込むこと(Ｚ折り)。他の書類でも、やむを得
ずＡ３判となるものについてもＡ４サイズに折り込んでください。

③  可能な限り両面印刷にしてください。

④   バインダーの表紙に次のことを記載してください。

　　「平成28年度地域密着型サービス事業者応募書類」
　　　　　　　　サービスの種類
　　　　　　　　　　　　　法人名　　　　　　　　　　　※記載例参照

 

 

 

平成28年度  

 

地域密着型サービス 

事業者応募書類 

 

 

 

 

   小規模多機能型居宅介護 

  

      事業者名（（株）八王子） 

   

 

 

この写しは原本と相違ないことを証明する。 

 

      平成   年   月   日 

                           法人名 〇〇〇〇 

                           代表   〇〇〇〇 実印 

  【表  紙】 



別紙
●綴り方見本

○

○

１
随
時
募
集
申
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書
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事
業
等
概
要

 (
以
下
同
様)

 

 
 
 
 ↓

 



平成28年度提出書類一覧（案）

区分 No. 帳票 備考
補助金を活用する
場合

整備数を定めた施
設で、補助金を活
用しない場合

－ 1 随時募集申込書 様式1 ○ ○

2 事業等概要 様式2 ○ ○

3 定款または寄付行為 最新のもの ○ ○

4 法人の登記簿謄本 募集申込前3ヶ月以内の発行 ○ ○

5 誓約書（介護保険法） 様式3-1、3-2 ○ ○

6 表明・確約書（八王子市暴力団排除条例） 様式4 ○ ○

7 行政指導内容一覧 様式5 ○ ○

8 指導検査結果通知書及び改善報告書の写し 5年以内に受けたもの全部 ○ ○

9 決算報告書
過去3年分。税務署に提出したもの全てのコ
ピー（税務書印または電子申請済みの記載の
あるもの）

○

10 市民税納税証明書
法人の法人市民税、消費税、固定資産税、
代表者の個人住民税、固定資産税 等

○ ○

11 理念・基本方針 様式6 ○ ○

12 近隣住民への周知計画 様式7 ○ ○

13 開所までのスケジュール 様式8 ○ ○

14 資金計画書 様式9 ○

15 収支見込シミュレーション 様式10 ○

16 工事費見積書等 工事に係る見積書全て ○

17 預金残高証明 ○

事業者の概要

資金計画

開設提案書



区分 No. 帳票 備考
補助金を活用する
場合

整備数を定めた施
設で、補助金を活
用しない場合

18 周辺地図
事業関連施設(医療機関等）・最寄交通機関を
記入

○ ○

19 図面（配置図・平面図・立面図） 定期巡回は配置図のみ ○ ○

20 土地売買（賃貸借）確約書 ○ ○

21 土地登記事項証明書 ○ ○

22 建物登記事項証明書 ○ ○

土地・建物関係



（様式1）

平成　　　年　　　月　　　日

八王子市長 殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　このことについて、下記のとおり提出書類を添えて応募します。

記

１．応募する日常生活圏域

２．応募する地域密着型サービス

３．補助金活用予定 　　　　有り　　　　　　無し

４．担当者連絡先

　　　　　法人名

　　　　　担当者名

　　　　　住　　所

　　　　　ＴＥＬ

　　　　　ＦＡＸ

　　　　　ＭＡIＬ

平成28年度　　地域密着型サービス事業者募集申込書



(様式2)

事業等概要

予定管理者
　(住所)

　(氏名)

建物構造 造　　　　階

所有状況 ・自己所有　　・賃借 土地購入費（賃借料）
 ・購入費　　　　　    　　　円
　　又は
 ・賃借料　　　    　   　円/月

建物

延床面積 本事業分面積

賃借料 円/月

契約日 着工日

所有状況

・新築　　・増改築　　・改修 併設事業
　　　・有　　　　　　　　　・無
(　　　　　　　　　　)

施
設
概
要

土地

用途地域 敷地面積

建ぺい率 容積率

工事期間 竣工日

・自己所有　　・賃借

事
業
概
要

応募サービス

施設名称（仮）

予定地 圏域

定員
登録定員(　　　　 　人)
利用定員(通い　　　人・宿泊　　　人)

開設予定日

整備区分

従業員数
　　　　　　　　　名

(常勤　 　名 ・非常勤 　　名)

事業実績

事業の種類 開設日 所在地

法
人
概
要

法人
　(所在地)

　(名称)

代表者
　(住所)

　(氏名)

設立日 法人種別

資本金
※(総資産)



（様式3-1）

介護保険法第７８条の２第４項各号の規定に該当しない旨の誓約書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　年　　月　　日
八王子市長　殿

所在地

申請者

名　称

                                       代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

申請者が下記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

【介護保険法第78条の2第4項】

一　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

二　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若し
くは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を
満たしていないとき。

三　申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に
従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在
地市町村長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受
け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保
険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

六　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共
同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を
取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取
消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消
しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該
通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）
であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理
由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備につい
ての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本
文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当す
る場合を除く。

六の二　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応
型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限
る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、
当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当
該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合において
は、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
を含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの
処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整
備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮し
て、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定める
ものに該当する場合を除く。



（様式3-1）
六の三　申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を
有する者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起
算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指
定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務
管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程
度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省
令で定めるものに該当する場合を除く。

七　申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規
定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の規定による
指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五
年を経過しないものであるとき。

七の二　前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による
指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止につい
て相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由が
あるものを除く。）の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除
く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管
理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当
する者のあるものであるとき。

十　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七
号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第
八号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二
又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。



（様式3-2）

介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号
の規定に該当しない旨の誓約書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　年　　月　　日
八王子市長　殿

所在地

申請者

名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

申請者が下記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

【介護保険法第78条の2第4項】

一　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

二　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは
同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たして
いないとき。

三　申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従っ
て適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下この条において「所在地市
町村長」という。）の同意を得ていないとき。

四の二　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、そ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、か
つ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全
てを引き続き滞納している者であるとき。

六　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取
消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政
手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経
過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当
該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消し
が、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止
するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該
指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととするこ
とが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活
介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、
その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係
る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五
年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以
内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の
取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生
を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関し
て当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないことと
することが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



（様式3-2）
六の三　申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する
者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を
経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分
の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備につい
ての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に
規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を
除く。

七　申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規
定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による
事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退を
した者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
であるとき。

七の二　前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の
辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由
がある法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の
管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該
指定の辞退に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又
は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

八　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあ
るものであるとき。

十　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号
までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのい
ずれかに該当する者であるとき。

十二　申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号
から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

【介護保険法第115条の12第2項】

一　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

二　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しく
は同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
を満たしていないとき。

三　申請者が、第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型
介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四　当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

四の二　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、そ
の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、か
つ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全
てを引き続き滞納している者であるとき。

六　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除
く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を
経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による
通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指
定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった
者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予
防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域
密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととするこ
とが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。



（様式3-2）
六の二　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第百十五条の十九（第二号から第五号まで
を除く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五
年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に
よる通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該
指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であっ
た者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護
予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該
指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地
域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととする
ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三　申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認めら
れるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七　申請者が、第百十五条の十九（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の
規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項の規定に
よる事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過し
ないものであるとき。

七の二　前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号
の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出
に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算し
て五年を経過しないものであるとき。

八　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

九　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第
六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第
五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の
二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二　申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の
二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。



（様式4）

表明・確約書

八王子市長　殿

1.      　当団体及び代表者・理事者を含めた従業者である個人は、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれ
にも該当しないことを表明・確約（　いたします　・　いたしません　）。

(1)　八王子市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団

(2)　同上第3号に規定する暴力団関係者

※暴力団関係者とは、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう

2.      　当団体及び所属する個人は、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・
確約（　いたします　・　いたしません　）。

(1)　暴力団が経営を支配し、又は実質的に経営に関与している

(2)　暴力団を利用している

(3)　暴力団に資金を提供し、又は便宜を供与している

(4)　役員等が、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している

3.      　当団体及び所属する個人は、この申請をするにあたり、要項等に示された応募の資格について、上記１
の各号への該当の有無の確認のため、当団体及び代表者の氏名等について警視庁へ情報を提供することにつ
いて同意（　いたします　・　いたしません　）。

4.      　当団体及び所属する個人は、各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この表明・
確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしでこの指定が取り消されても一切異議を申し立てず、
また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切当団体の責任とすることを表明・
確約（　いたします　・　いたしません　）。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　 団体名
フリガナ

団体の本拠地

             代表者署名
フ リ ガ ナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

代表者の住所

生年月日　　明治・大正・昭和・平成　　　　年　　　　月　　　　日生

性別　　男　　・　　　女

（注）必ず代表者本人が自書で、１から４までの各項目末尾の（　いたします　・　いたしません　）を○で囲み、代
表者署名欄に署名してください。団体名、本拠地欄については、ゴム印等でも結構です。団体名・代表者署名に
は、必ずフリガナをお願いします。



（様式5）

行政指導内容一覧

時期 指摘事項 報告時期 改善内容

(例)○○デイサービス
計画書の作
成について

H27.9月
サービス提供回数の変更があったにもかかわら
ず、通所介護計画を作成していない例がある。

H27.10月
変更があった場合、ケアマネからケアプランが届い
ていなくても、速やかに変更し計画書を作成する。

対象事業所 区分
行政指導 対応



（様式6）

理　　由

日常のケア面

建物の建築面
（建物の特徴
等）

(2)

(3)

・看護職員　　　　名　、　　・社会福祉士　　　名　、　　・介護福祉士　　　名、
・その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　　□すでにできている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□これからである
 　　　(医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　)

【具体的体制　(「これからである」場合は、計画・予定を記載)】
（5） 医療機関等との協力体制

地域とのかかわり

提供サービス

（4）
職員の体制
作り

①職員の募集方法

②職員の育成方法

③職員の福利厚生

④看護職員等の資格所
有者数

⑤人員配置、人事異動
の考え方

理念・基本方針
項　　目

（1） 理念・方針

事業参入（応募）理由

目指す事
業所の姿

12



（様式6）

理　　由項　　目

（6）

【課題を解決する具体策】

（9）

（10）

行政指導・苦情への対応

利用者確保の取組み等、運営
面での工夫

③緊急時の具体的
な対応方針

事故防止・
安全対策
緊急時及び
非常災害時
に備えた体
制等の概要

（7）

④利用者、家族のプ
ライバシー等の情報
管理に対する取組み
について

（8）
建物の構造、環境面における課
題

衛生管理対策

①事故防止・安全対
策

②防火対策

13
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近隣住民への周知計画

時期 場所 対象 内容・目的



（様式8）

開所までのスケジュール

年
月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 5 6 7
日 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

補助金事務

設計・建築

職員募集・研修期間

事業説明会

指定申請業務

備品整備

その他

29 3028



(様式9)

（単位：円）

小規模多機能型居宅介護　(例) サービス付き高齢者住宅　(例)

(主たる施設) 　(併設施設がある場合) (併設施設がある場合)

0.00㎡

　 　 　 0

　 　 　 0

0

0

　 　 　 0

0 0 0 0

 補助金　 (※4) 　 0

 自己資金 　 　 　 0

 借入金 　 　 　 0

 補助金 0

 自己資金 0

 借入金 0

 補助金    (※5) 　 　 　 0

 自己資金 　 　 0

 借入金 　 　 　 0

0 0 0 0

※1　土地建物を賃借する場合は、契約時から開設までの期間の賃借料を記入すること。

※2　運転資金の財源は、（年間事業費の１２分の３）+100万円程度を自己資金で確保すること。

※3　説明会関連費・ホームページ作成費、パンフレット作成費等、直接整備に関係しない事務費。

※4　「域密着型サービス等整備助成事業補助金」

※5　「開設準備経費等支援事業補助金」

計

資金計画表

項　　　目 計

施設床面積　(㎡)

事
業
費

 整備費

 備品費　

 土地購入費等　(※1)

 運転資金　      (※2)

 法人事務費　   (※3)

計

財
源

整備費

土地購入費等

運転資金
法人事務費
備品費



（様式10）

（単位：円）

稼動年月 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

項　　　　　目 ～ ～ ～ ～ ～

稼動率 0% 0% 0% 0% 0%

【収　入】

介護保険報酬 想定要介護度→

食費（定期巡回は不要）

宿泊費（定期巡回は不要）

その他

収 入 計　　　　　　　　　　　Ａ

【支　出】

給与費 改定率　　　年　　　％増

法定福利費 改定率　　　年　　　％増

福利厚生費 改定率　　　年　　　％増

委託料 改定率　　　年　　　％増

消耗品費・事務経費

支払い利子等

利用者実費負担費用

その他

支 出 計　　　　　　　　　　　Ｂ

減価償却前損益　Ｃ＝Ａ－Ｂ

減価償却費　　　　　　　　 Ｄ

減価償却後損益　Ｅ＝Ｃ－Ｄ

税金関係　　　　　　       　Ｆ 法人税、固定資産税等

税引後損益　　　  Ｇ＝Ｅ－Ｆ

借入金元金返済　    　　Ｈ

余　剰　金　 　Ｉ＝Ｃ－Ｆ－Ｈ

前年度繰越　　　　    　　Ｊ

翌年度繰越金　　Ｋ＝Ｊ＋Ｉ

【注　意】　・施設整備費用は含めない。

　　　　　　 ・法定福利費及び福利厚生費について、この事業の会計とは別に母体法人で負担している場合は

　　　　　　　その旨を記入すること。

　　　　 　　・1年目から12ヶ月単位で作成すること。

               ・併設事業がある場合、本事業、併設事業及び合計事業費をそれぞれ作成すること。

　　　　　 　・項目については、できるだけ細かく記入すること。

            ・【収入】【支出】に計上する各項目については、別紙を参考に算出根拠（バックデータ）を作成し、各算出

　　　　　　　根拠に付番した番号を本表「算出根拠№」欄に記入すること。また、参考様式がないものについては、

　　　　　　　任意様式にて算出根拠を作成してください。

　　　　　　 ・減価償却は、（建築費（備品費）－補助金）÷財産の処分制限期間で計算すること。

収支見込シミュレーション

備　　　　　考
算出根拠

№



（参考様式）

収支見込シミュレーション算出根拠

●介護保険報酬

合計 0円
要介護度５ 0円
要介護度４ 0円
要介護度３ 0円
要介護度２ 0円
要介護度１ 0円

合計 0円

５年目
単位 単価 人数 月数 報酬

要介護度５ 0円
要介護度４ 0円
要介護度３ 0円
要介護度２ 0円
要介護度１ 0円

合計 0円

４年目
単位 単価 人数 月数 報酬

要介護度５ 0円
要介護度４ 0円
要介護度３ 0円
要介護度２ 0円
要介護度１ 0円

合計 0円

３年目
単位 単価 人数 月数 報酬

要介護度５ 0円
要介護度４ 0円
要介護度３ 0円
要介護度２ 0円

報酬
要介護度１ 0円

２年目
単位 単価 人数 月数

合計

報酬
0円
0円
0円
0円
0円
0円

月数単位 単価
１年目

要介護度１
要介護度２
要介護度３
要介護度４
要介護度５

人数



（参考様式）

収支見込シミュレーション算出根拠

●食費・宿泊費

合計 0円

食費計

食費計

食費計

食費計

食費計
宿泊費 0円

0円
夕食 0円
昼食 0円
朝食 0円

合計 0円

５年目
単価 人数 一月当たりの日数 月数 収入

宿泊費 0円
0円

夕食 0円
昼食 0円
朝食 0円

合計 0円

４年目
単価 人数 一月当たりの日数 月数 収入

宿泊費 0円
0円

夕食 0円
昼食 0円
朝食 0円

合計 0円

３年目
単価 人数 一月当たりの日数 月数 収入

宿泊費 0円
0円

夕食 0円
昼食 0円
朝食 0円

合計 0円

２年目
単価 人数 一月当たりの日数 月数 収入

0円

収入
朝食 0円

宿泊費 0円
0円

夕食 0円

１年目
単価 人数 一月当たりの日数 月数

昼食



（参考様式）

収支見込シミュレーション算出根拠

●給与費

１年目 職種
人数

A
月給

B
月給計
C=A×B

賞与
D

賞与計
E=A×D

年額
C×12月+E

常勤（管理者） 0 0 0
常勤（計画作成担当者） 0 0 0
常勤（看護職員） 0 0 0
常勤（介護職員） 0 0 0
常勤 0 0 0
非常勤 0 0 0
常勤 0 0 0

非常勤 0 0 0

0

〇年目
人数

A
月給

B
月給計
C=A×B

賞与
D

賞与計
E=A×D

年額
C×12月+E

常勤（管理者） 0 0 0
常勤（計画作成担当者） 0 0 0
常勤（看護職員） 0 0 0
常勤（介護職員） 0 0 0
常勤 0 0 0
非常勤 0 0 0
常勤 0 0 0

非常勤 0 0 0

0

●法定福利費

　給与費の○○％を計上 １年目
2年目
3年目
4年目
5年目

●福利厚生費

　給与費の○○％を計上 １年目
2年目
3年目
4年目
5年目

※１　改定があれば、１～５年ごとに作成してください。
※２　職種は例ですので、過不足がある場合は修正をお願いします。

合計

正社員

非正社員

合計

正社員

非正社員



（様式11）

所 在 地
法 人 名
代表者名 ㊞

【辞退理由】

連絡担当者氏名

辞 退 届

Ｅ－ｍａｉｌ

電話番号

携帯番号

ＦＡＸ番号

八 王 子 市 長 殿

　平成〇〇年〇〇月〇〇日付で提出した随時募集申込書について、以下の理由によ

り辞退いたします。

平成　　年　　月　　日


