
平成２９年２月１７日 

八王子市社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 

資料５－３ 

 

八王子市高齢者施設整備審査部会の開催等について 

 

1. 平成 29年度地域密着型サービス事業者募集 

(1) 地域密着型サービス募集数 

第６期介護保険事業計画において整備目標を掲げた地域密着型サービスについて、平成 28

年度に応募がなかったサービス、大横圏域にて事業者決定した認知症高齢者グループホーム

及び看護小規模多機能型居宅介護の辞退分を、次のとおり平成 29年度に募集する。 

 

サービス種別 計画数
平成27年度
実績

平成28年度
実績

平成29年度
募集

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2 0 0 2

夜間対応型訪問介護 - 0 0 -

認知症対応型デイサービス - 0 0 -

小規模多機能型居宅介護 7 2 1 4

サテライト型小規模多機能型居宅介護 - 1 0 -

認知症高齢者グループホーム 1 0 0 1

地域密着型特別養護老人ホーム 3 0 1 2

看護小規模多機能型居宅介護 3 1 1 1

表１　平成29年度における地域密着型サービス募集数

 

(2) 募集方法 

ア 平成 29年度募集要項の趣旨 

第６期計画における整備予定サービスを提供する指定（認可）予定事業者の選定にあた

って、質の高いサービスを市民に提供できる事業者を募集し選考を行うためのものであ

り、平成 28年度の募集要項の内容に準拠する。 

イ 変更点等 

（ア）地域密着型特別養護老人ホームの募集圏域の拡大 

（イ）大横圏域における認知症高齢者グループホーム及び看護小規模多機能型居宅介護

の再募集 

（ウ）募集要項の変更等 

  別紙募集要項の変更内容について（案）参照 

 



 

(3) 募集期間 

平成 29年４月下旬～平成 29年９月末 

 

2. 平成 29年度の高齢者施設整備審査部会の開催 

(1) 開催日程（案） 

第１回：５月下旬  

第２回：７月上旬  

第３回：８月中旬 

第４回：９月下旬 

第５回：10月下旬  

ただし、事業者の応募時期により随時開催し、速やかな整備を目指す。 

(2) 委員への開催日周知時期・方法 

開催日の 20日以上前に書面送付により通知する。 
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募集要項の変更内容について（案） 

 

目次 内容 
平成 28年度との

変更点の有無 

1 募集の趣旨 募集の趣旨を示したもの 変更なし 

2 募集内容 募集内容を示したもの 変更あり 

3 応募資格 

地域密着型サービス事業所を開設する事業者とし

ての資格が備わっているかの確認事項を示したも

の 

変更なし 

4 応募要件 
応募にあたって事業者が要件を満たしているかの

確認事項を示したもの 
変更なし 

5 補助金活用に係る要件 

補助金が税金で賄われていることに鑑み、これを活

用する事業者に対し、遵守しなければならない要件

を示したもの 

変更なし 

6 応募書類 
応募に際して、事業者が作成する様式及び添付書類

を示したもの 
変更なし 

7 応募書類の提出 
応募書類の受付日程、提出方法、作成方法などを示

したもの 
変更あり 

8 応募に際しての留意事項 応募についての留意事項を示したもの 変更あり 

9 応募の無効 応募が無効となる該当事項を示したもの 変更なし 

10 選定方法 
応募事業者の提案事業の選定方法などについて示

したもの 
変更なし 

11 選定後の手続 
地域密着型サービス事業者として選定された後の、

事業者が行うべき適切な手続について示したもの 
変更なし 

12 補助金 
補助金を活用するにあたり、事業者への遵守事項を

示したもの 
変更なし 

13 その他 その他必要な事項を示したもの 新規追加 

14 提出及び連絡先 提出及び連絡先を示したもの 変更なし 

 

  

別紙 
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変更項目 変更後 変更前 変更理由 

２募集内容 ※４ 削除 

 

 

 

 

 

※７ 削除 

※４ 平成 29 年度新設予定の

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。 

 

※７ ⑥地域密着型介護老人

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。 

※４ 平成 29年度から恩方

圏域が新設されるため。 

 

 

 

 

※７ 市有地を活用した募

集は平成 29 年１月 31 日で

終了したため。 

７応募書類の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）受付日程：以下の募集期

間を設け、随時提出を受け付け

ます。 

平成 29年４月●日（●） 

～平成 29年９月 29日（金） 

 

提出のあった応募書類につい

ては、応募受付順に随時審査を

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。 

 

 

 

（２）提出方法 変更なし 

 

（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。 

（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 25日（月） 

～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） 

 

（２）提出方法 変更なし 

 

（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。 

（１）平成 29年度は、介護

保険事業計画の最終年度で

あり、次年度の整備計画を

確定させるために募集期間

終了を９月末に設定する。 

また、より迅速な施設開

設を促したいことから、一

定の期間に区切って審査を

施すのではなく、随時に審

査部会を開催し対応するこ

ととするため。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）土地所有者等が建物

を整備する場合の事業に関

する確実性を担保するた

め。 
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変更項目 変更後 変更前 変更理由 

７応募書類の提出  なお、土地所有者等が建物を

整備する場合（オーナー型整備

の場合）は、土地所有者等が事

業に関する基本合意確認書（任

意様式）を事業者同伴により提

出してください。 

 

（４）応募書類作成方法及び部

数 変更なし 

 

（５）その他 変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

（４）応募書類作成方法及び部

数 変更なし 

 

（５）その他 変更なし 

 

８応募に際しての

留意事項 

（１）～（６）変更なし 

（７）応募を辞退した場合は、

特別な場合を除き、辞退承認日

より起算して１年以内の同サ

ービスへの応募を認めません。 

（８）～（11）変更なし 

（１）～（６）変更なし 

（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。 

（８）～（11）変更なし 

 

（７）辞退時期によって募

集停止期間に変動が生じる

ことを防ぎ、より公平性の

ある措置を講ずるため。 

13その他  この要項に定めるもののほ

か、地域密着型サービス事業者

募集に関して必要な事項は、市

長が別途定める。 

 要項に定めのない事項が発

生した場合に対処するた

め。 


